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幕張ベイタウンニュース編集局

特集　中学生が作るベイタウンニュース

冬休みはどう過ごしますか？　実家でお正月を迎える？　それともどこかに遊びに行く？
遠くに遊びに行くのも楽しいですが、身近な私たちの街を探検するのもきっと楽しいです
よ。時間がたっぷりある冬休みに、今まで知らなかった”ベイタウン”を見つけてください。

ってて
らない街のコト打瀬中 1 年生版

担当：堤、馬場、斉藤、中村、戸嶋、
小林、川村（打瀬中学校 1 年生　
EX 講座）

　上の写真は公園東の街の中庭を撮ったもの
です。この中庭には池もあり、集会所もあっ
たりと、とても過ごしやすい環境になってい
ます。ちなみにこの写真は 13 階の階段から
撮ったものです。
　いつかこの公園東の街に入ることがあった
ら見てください。池のそばにはカメの像もあ
ります。ここに来たら探してみてください。
東の街に住んでいる人もよく見てみると、ま
た新しい発見ができると思います。

　上の写真は公園東の街の最上階から見た公
園西の街の風景です。とてもきれいで、自分
たちも目を輝かせました。マンションや公園、
そこにいる人たちが笑顔でいる明るい街に住
んでいる。みなさんもこんなベイタウンの住
民でよかったと思うことがあると思います。
それを忘れないでください。

　右の写真は海浜打瀬小付
近にあるマンションの一部
分です。この写真を見て何
か思ったことありませんか。
きっと南国のイメージが頭
に浮かんだと思います。こ
れは街の南側の方角にあり、
南国とぴったり合っていま
した。これには自分たちも
驚きました。ではここでク
イズです。海浜打瀬小の近
くにあるこの場所はどこで
しょう。

　右下の写真は 11 番街隣の街
路樹です。色とりどりに芝生に
落ちて、お花畑のようになって
います。1 本の木だけですが、
とてもきれいに見えます。季節
外れのお花畑
ですが、めっ
たに見ること
ができない珍
しい景色なの
で、ぜひ見て
ください。

　美浜打瀬小の東側の打瀬南通りには少し遅
れた秋の色鮮やかな街路樹がとてもきれいで

す。こんなにきれいな色の木々
はベイタウンでも珍しいと思い
ます。もう冬が近づいてきてい
るので、きれいな街路樹をみる
のは今がチャンスです。（写真
上）

　上は海浜打瀬子どもルーム付近から見たベ
イタウン・コア中庭です。中庭は子どもルー
ムの遊び場となっていて、草木のきれいな場
所のひとつです。

　セントラルパークの中にあるこの池。ご
く普通にある風景ですが、ベンチに座って
ぼんやり眺めていると、それはとても気持
ちの落ち着くところ。セントラルパークに
住む皆さんの憩いの場です。この池は「パ
ークタワーの池」と呼ばれて親しまれてい
ます。（写真上）

　パティオス 5 番街道路わきの街灯にひとつ
だけ不思議なものがあります。よく見ると、
人がたくさん車を囲み、盛り上がっている写
真です。これは 2005
年に千葉ロッテマリ
ーンズの優勝を記念
して置かれたもので
す。 こ の 通 り は「 バ
レンタイン通り」と

名付けられました。（写
真上）

　パティオス 1 番街
付近の地面にあやしい
マーク ･･･。実はこれ
四方位をさしているの

です。ここに来れば方角がすぐに分かります。
本当に何気なくあるので、一度は探してみた
らいかがでしょうか。ちなみにベイタウンに
はもう一カ所同じものがあるとか ･･･。（写真
左上）
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先輩たちは今 ･･･

Q：部活は何部に所属していましたか？
A：演劇部でした。当時部活は 10 部あって、

全員が入らなければいけませんでした。
Q：1 学年は何クラスでしたか。
A：1 学年 3 クラスで 92 人でした。人数が

少なくみんな仲が良くて ･･･。アットホ
ームな感じでした。

Ｑ：当時も教科センター方式でしたか。
Ａ：当時も教科センター方式でした。ホーム

ベースが４つしかありませんでした。
Ｑ：どんな行事がありましたか。
Ａ：体育祭と文化祭が大きな行事でした。特

に文化祭は力を入れていて、放課後も練
習をしました。

Ｑ：学校の雰囲気はどうでしたか。
Ａ：先輩や先生との仲がとてもよく、地域の

方々との交流も多かったです。
Ｑ：クラス替えはありましたか。
Ａ：1 年生から 2 年生のときに 1 回ありま

した。当時は 2 クラスから 3 クラスに増
やしたのでクラスの人数が減り、寂しい
感じになりました。

Ｑ：学校の周りはどういう感じでしたか。
Ａ：学校の周りはほとんど空き地でした。今

よりマンションが少なかったので、アパ
ホテルなど遠くまで見えました。

Ｑ：今の打瀬中学校を見てどうですか。
Ａ：人数が多く大変そうです。校舎も増設さ

れて雰囲気が変わりました。当時は生徒
がおとなしいような感じだったけど、今
はとても元気だなぁと思いました。

Ｑ：部活は何部に所属していましたか。
Ａ：演劇部でした。人数が少ない部活でした

が、地区大会に優勝し、市大会に出ると
いう大きな成果を残すことができました。

Ｑ：打瀬中学校のよかったところはどこです
か。

Ａ：やっぱり、制服がなかったことですね。
スカートが好きでなかったので、とても
ありがたかったです。

Ｑ：クラス数は何クラスでしたか。
Ａ：私たちの 1 つ上の人たちは 3 クラスで

したが、私たちは 4 クラスでした。1 ク
ラスは男子 18 人、女子 20 人でした。

Ｑ：何年生のときがいちばん楽しかったですか。
Ａ：3 年生のときは受験でいそがしかったの

で、2 年生がいちばん楽しかったです。
とくに、スキー合宿がたのしかったです。

Ｑ：クラスの雰囲気はどんな感じでしたか。
Ａ：まぁ。よくいえば明るく。悪く言えばう

るさいクラスでした。
Ｑ：学校で変わったところはありますか。
Ａ：今、理科実験室のところが、前はミント

畑でとてもいい香りがしていました。あ
と、ホームベースや教室がずいぶん増え
ましたね。

Ｑ：昔、お世話になった先生は、今学校にい
らっしゃいますか。

Ａ：すごくお世話になった先生は、今打瀬中
学校には 5 人くらいしかいらっしゃいま
せん。

Ｑ：久しぶりに打瀬中学校に来て、どうでし
たか。

Ａ：すごく、なつかしいです。

Ｑ：部活は何でしたか。
Ａ：ソフトテニス部でした。ソフトテニスの

大会で、全国大会まで行きました。
Ｑ：何年度の卒業ですか。
Ａ：平成 15 年度の 3 年 B 組 27 番でした。
Ｑ：当時の学校の雰囲気はどうでしたか。
Ａ：アットホームで、みんな元気で、だれと

でも付き合えました。
Ｑ：当時のクラスの人数は何人でしたか。
Ａ：約 30 人でした。
Ｑ：学校のよかったところはどこですか？
Ａ：クラスとクラス、先生と先生の境がない

ところでした。
Ｑ：当時の学校行事は、どんなものがありま

したか。
Ａ：文化祭、劇。劇ではヘンデルとグレーテ

ルという劇をやりました。でも、3 年の
ときに変わってしまい、レポートを発表
する会になってしまいました。

Ｑ：当時も教科センター方式でしたか。
Ａ：教科センター方式でした。
Ｑ：最後に一言おねがいします。
Ａ：打瀬中は、よい学校で親密さがあること

を知ってほしいです。在校生のみんなに
は部活や勉強で楽しい思い出をいっぱい
つくって欲しいです。

Ｑ：部活は何でしたか。
Ａ：サッカー部でした。
Ｑ：何年度の卒業生ですか。
Ａ：平成 12 年です。
Ｑ：当時の学校の雰囲気はどうでしたか。
Ａ：人数が少なく、みんな仲良しでした。
Ｑ：当時のクラスの人数は何人でしたか。
Ａ：約 60 人で、1 クラス 30 人～ 34 人でした。
Ｑ：学校のよかったところは。
Ａ：高校、大学に入って授業の移動に慣れて

いたことです。
Ｑ：当時の学校の行事は何でしたか。
Ａ：スポーツ大会、球技大会、文化祭、体育

祭、作文。今と違って劇もやりました。
Ｑ：教科センター方式でしたか。
Ａ：はい。
Ｑ：3 年間で 1 番の思い出は何ですか。
Ａ：部活の最後の大会で強いチームに勝てた

ことです。
Ｑ：最後に僕たち後輩に一言お願いします。
Ａ：中学生では今のうちにいろいろなものを

見て、いろいろな事をしてください。自
分の見えていない部分などをいっぱいさ
がして、いろいろな事をやってください。

卒業生のすてきな体験談はどうでしたか。私
たちもこんなすばらしい思い出ができるよう
に、学校生活を送って行きたいです。

　昔の打瀬中学校はどうだったのか。11月 15日に先輩 4人に打瀬中でインタビューしてみ
ました。体育祭、文化祭、部活動 ･･･。さまざまな思い出がたくさんあります。ご協力いただ
いた先輩方、ありがとうございました。　担当：草塩、河村、國分、鎌田、橋本、内山、守屋、
寺尾、小林、青木、（打瀬中学校 1年生　EX講座）

　富
ふかわ

川真
ま き

希さん（大学4年生） 　田
たぐ ち

口怜
れい こ

子さん（高校2年生） 法
のりづき

月恒
こうたろう

太郎さん（大学2年生）

　御
みと も

供泰
やすゆき

行さん（社会人）

富川真希さん（向かって右から 2人目） 田口怜子さん（中央）

御供泰行さん 法月恒太郎さん（向かって右端）
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住んでみたいマンション BEST 3

街の人に聞いてきました。便利なお店 BEST 3

　第 1 位に選ばれたのは、完成して約 1 年
半のブエナテラーサです。理由はさまざまで
すが、特に多かったのはキッズルームがある
こと。パン屋さんが入っていること。そして
デザインがきれいなことなどでした。パン屋
さんのあるロビーはソファーやテーブルが沢
山あり、手軽に使えそうです。中庭は広く、
キッズルームがあるので小さな子どもがいる
お母さんも安心して子どもを遊ばせられま
す。管理人さんは「ブエナの良いところはロ
ビーがゆったりしていて、子どもも大人も気
軽に楽しめるところ」と話してくれました。

　回答してくれた人の声は、「値段が安く新
鮮」「野菜以外のものもあり、毎日使うもの
が揃っている」等だった。工夫している点を
店員さんに聞いてみたところ「近くの大型店
に負けないよう、値段を安く、できるだけ鮮
度のある商品を売るようにしている」との
こと。ヤンマーでは牛乳を多く売っていて 1
日に約 60 箱（なんと約 360 本）も売れて
いるそうだ。
　ヤンマーは、私たちも「1 位」だろうと予
想していました。ここには 3 位までしか載
せていませんが、回答してくれた人は他にも
沢山のお店をあげてくれました。

　第 2 位は「ビーチテラス」です。選ばれ
た理由に多かったのは海・山が見えるなど景
色が良さそうというものでした。山とは富士
山のことで「富士山が見えるのは夢のよう」
という声もありまし
た。その他に、駅が
近い。中庭がきれい。
子どもを安心して遊
ばせられそうなどの
理由もありました。
　人気の秘密は景色と安心感のようです。

　第 3 位はマリンフォートです。選ばれた
理由で多かったのは、海が近く景色がよさ
そうということでした。
他にもヤシの木があり、
外国のような雰囲気が
あること。マリンスタ
ジアムの花火が見える
からなどの理由もあり
ました。天気のいい日
には、部屋から富士山
や海がきれいに見える
のことも人気のひとつ
のようです。

　いろいろな商品があって、少しだけ欲しい
ものがあるときもすぐ買える。メール便、宅
配便、コピーができるから等の回答があった。
ファミリーマートの店員さんは、「いろいろな
もの（コピー機、新聞、チケットなど）を置
いていることが良いのでは」と話してくれた。

　かわいい物や食器が置いてある、という声
が多かった。店員さんに聞いたところ、「季
節のものを置いていることと、流行のものな
どお客様の欲しいものを選んでいること、そ
して値段をできるだけ安くしていること、プ

　 同 じ く 第 3 位
は パ ー ク タ ワ ー
で す。 理 由 は マ
ン シ ョ ン が と て
も 高 く、 ベ イ タ
ウ ン や 海 の 景 色
が 良 さ そ う と い
う 声 が 大 部 分 で
し た。 さ ら に 駅
に 近 い こ と を 挙
げ た 人 も 沢 山 い
ました。しかし、
パークタワーという名前は知っているが場所
は知らないという人も沢山いました。
　今回インタビューしたのはベイタウンに住
んでいる人でしたが、他の地域の人にももっ
とベイタウンのマンションの魅力を知っても
らいたいと思いました。
　全体に多かったのは海や山が見えて景色が
きれいなこと。駅やコンビニが近く便利なこ
とという声でした。こんなことを今後のマン
ション建設に生かしてもらえるといいと思い
ました。

レゼントのラッ
ピングをするこ
となどの工夫を
しています」と
教 え て く れ た。
お店の飾り方も
工夫しているそ
うなので、みなさん是非見てください。

　「 近 く て、 日
用品から食品ま
で 何 で も 買 え
る」という声が
多かった。リン
コスの店長さん
は「添加物を使
わない、昔ながらの作り方にこだわっていま
す。リンコスが地域のお客様とのかけはしに
なればと思っています」と言っていた。さら
に旬の商品は一番おいしい時に一番おいしい
食べ方で販売しているそうなので、みなさん
も食べてみてはいかが。
　みなさんもそれぞれのお店の工夫している
ところを考えながら出かけてみてはいかがで
すか。
　インタビューにご協力していただいた皆さ
ん、ほんとうにありがとうございました。お
店の方も忙しい中、インタビューに答えてく
ださりありがとうございました。

担当：佐藤、江崎、遠藤、曺、曽根、深町、永山（打
瀬中 1 年生　EX 講座）

担当：坂元、簾内、野津、林、尾方、鶴岡、小松（打
瀬中学校 1 年生　EX 講座）

　ベイタウンにはたくさんのマンションがあ
ります。どんなマンションに人気があるのか
知りたくなったので、「住んでみたいマンシ
ョン BEST 3」を街角で 31 人の人にインタ
ビューして人気投票で調べて見ました。

　11 月 15 日～ 17 日にかけて、ベイタウンの３つの小学校付近で「一番よく行く便利なお店」を街の
人に聞いてみました。雨が降っていましたが、それでも 83 人もの人が答えてくれました。沢山のお店
の名前があがりましたが、結果は 1 位が「ヤンマー」、2 位が「ファミリーマート」、3 位が「パームツ
リー」と「リンコス」という結果になりました。それぞれのお店でお話を伺いました。

1位　ブエナテラーサ

1 位　ヤンマー（27票） 2位　ファミリーマート（15票）

3位　パームツリー（5票）

3位　リンコス（5票）

2位　ビーチテラス

3位　パークタワー

3位　マリンフォート
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年男年女撮影会のお知らせ
　恒例の年男年女撮影会。来年の干支は「丑」です。この企画は平
成 11 年の「兎」年からスタートしました。ということは今回撮影
の丑年と次回の寅年でちょうどひとまわり、全部の干支が揃うこと
になります。何が何でもあと 1 年はつづけないと。今回もたくさ
んの方の参加をお願いします。
撮影日時：12 月 14 日（日）　午前 10:00 撮影開始
集合場所：ベイタウン・コア　アトリウム

幕張ベイタウン市民音楽祭2009
出演者募集
2009 年３月 20 日（金・祝）～ 21 日（土）の二日間にクラシッ
クを中心とした音楽祭を開催します。内容はアマチュア音楽家によ
る連続演奏会とプロによる特別演奏会で、出演を希望されるアマチ
ュア団体や個人を募集します。ご興味のある方は是非お問合せくだ
さい。
応募要項
次の内容を明記していただき、2009 年１月 31 日までにメールに
てご連絡ください

（１）演奏者または団体名（２）担当者または代表者名（３）連絡
先電話番号及びメールアドレス

（４）経歴または活動暦（５）予定する演奏内容及び演奏時間（１
枠の時間は６０分まで）
※参加費はお一人１０００円を予定しています（多人数団体の参加
費用はご相談ください）。
※募集の枠は６枠になりますので、一杯になりしだい締め切らせて
いただきます。
幕張ベイタウン市民音楽祭実行委員会　担当：石川
連絡先メールアドレス： dwhrb044@ybb.ne.jp
音楽祭ホームページ：http://music.geocities.jp/dwhrb044/

竜馬君がコアホールに帰って来る
　久しぶりに高木竜馬君がベイタウン・コア音楽ホールに帰ってき
ます。今年から幕張の私立高校に通学する竜馬君。高校生になり更
にスケールが大きくなりました。今回のコンサートではベートーベ
ンの「熱情」を入れています。また今回は妹の薫子（かおるこ）さ
んも出演します。
　チケットは 12/10 に発売予定ですが、今回は外部からの問い合
わせも多いため、予約受付をします。ご希望の方は大垣（TEL：
276-3878 E-mail：ymogaki@k4.dion.ne.jp） ま た は 松 村（TEL：
211-6853 E-mail：mazmbtn@yahoo.co.jp）まで
高木竜馬ピアノリサイタル
日時：2009 年 1 月 25 日（日）午後 2:00
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
入場料：大人 2500 円、中学生以下 1500 円
プログラム予定

「熱情」：ベートーベン／「夜のガスパール」：ラヴェル／「展覧会
の絵」；ムソルグスキー　ほか

　今月号は久々の 6 ページ構成でしたが、いかがでしたか。いつ
もの 1.5 倍の読みごたえはあったでしょうか。先月号でお約束した
ように、今月号は打瀬中学校 1 年生 31 人がベイタウンニュースづ
くりに挑戦しました。6 コマ（1 コマは 45 ～ 50 分）の授業で作
った新聞ですが、取材も撮影もレイアウトもすべて中学生がやって
くれたので、授業を担当する僕はずいぶん暇でした。
　中学 1 年生というと大人の目からみるとまだまだ子どものよう
ですが、どうしてどうして。大人の前では「できない」「無理だ」
を連発していた子ども達も、どうしても自分がやらなければいけな
い状況になると人が変わったように立派になり、大人顔負けの仕事
をするのに驚かされました。お父さんやお母さんに見せたかった。

編 集 後 記

　当日は、あいにくの冷たい雨と、千葉市国
際駅伝が重なったこともあってか、参加者数
は残念ながら奮わなかったが、それでも約
60 名の住民／関係者が集まった。
　第１部では、基調講演として、日本で唯一
不動産学部を持つ明海大学の斎藤広子教授を
招き、住民の手による「まち育て」の必要性が、
海外（イギリス、アメリカ）や国内の豊富な
事例を示しながら紹介された。ここでの主な
メッセージは、「個の力でも、行政の力でも
できない、皆の力（地域の力）を合わせた魅
力ある地域作りが必要」ということだった。

　第２部では、まず城西国際大学メディア学
部の原田講師および学生さんが作った、外部
の目（学生さんたちの目）から見たベイタウ
ンを紹介する映像が映写され、引き続き『車
座トーク』と称して、幕張ベイタウン協議会
設立作業部会の座長である樺田直樹さんをフ
ァシリテーター、斎藤教授をコメンテーター
として来場者との座談会が行われた。ここで
は、来場者全員に青と赤の紙と２組の割りば
しが配られ、それを来場者自身が旗に組み立
てたものを来場者の意見を聞くツールとして
利用する所が “全員参加” をねらったおもし
ろい試みだった。ファシリテーターの樺田さ
んから最初に宣言されたように、特に何らか
の結果を導こうというよりも、広く意見を集
めたいという意図で、随時来場者の意見を聞
きながら、ときおり樺田さんや斎藤さんのコ
メントを交えながら、なごやかに進められ
た。主なやり取りは、①ゴミ収集システムに
ついては、ほとんどの人が「お金が多少かか
っても維持したい」と考えている。②景観の
維持（勝手な看板の設置の規制等）について
は、全ての人が「行うべき」。③交通問題（新

たな規制の導入）については、賛成と反対が
拮抗。反対の理由としては、「今のルールの
徹底で十分」や「特に危ない目にあったこと
はない」など。④この街を 100 年／ 200 年
住みたい街として維持して行くために、行政
任せで良いか？との問いには、全員が「ノー」。
主催者側と参加者がこれらのキャッチボール
を繰り返しながら、最後には「地域の魅力を
高め、街の価値を高める（＝資産価値も高め
る）ためには、管理だけでなく、経営視点が
必要。（斎藤教授）」「（ハード面での）街創り
の終りはひとつの転機。今後もアンケートや
シンポジウムを通して考えていきたい。先ず
は、何を問題として捉えて行くか、が課題（樺
田さん）」といった言葉で結ばれた。
　できるだけ多くの住民が情報を共有し、参
加意識を持ち、意見を出し合う（主催者を信
任したから意見なし、というのもひとつの意
思）ためには、まだまだ多くのプロセス／ハ
ードルが必要となりそうだ。

第１ 回ベイタウン「まち育て」シンポジウム速報
　去る 11 月 24 日 ( 月・祝）、ベイタウンコアにて、幕張ベイタウン協議会設立準備会／幕張ベイ
タウン自治会連合会主催による「まち育て」をテーマにしたシンポジウムが開催された。詳細は、
先頃発刊された「ベイタウンまち育て」（幕張ベイタウン協議会ニュース）の次号で報告されると思
うが、ここでは速報版として記者が参加者として受け取ったことをお伝えしよう。【板東】

樺田さんと斎藤教授

旗上げの様子
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　12 月のコア・イベント

寺子屋工作ランド
「でんでん太鼓」
時間：9:30 〜
場所：ベイタウン・コア　工芸室
持ってくるもの：小刀、工作道具

参加費：50円（保険料）

ウィンターコンサート
時間：11:00 〜
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
持地域の方々によるコンサートです。独奏のほか、みん
なで音楽劇「スイミー」（小さな賢い魚のお話）も合唱

やベルで演奏します。クリスマス前の休日をコア音楽ホールでお
楽しみください。
主催：ベイタウン音楽愛好会、問合せ：林（TEL：211-6008）

12/27
（土）

12/21
（日）

第 70 回ファツィオリの会
時間：9:30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
フルコンサートピアノ「ファツィオリ」でのピアノ演奏、
そしてほかの楽器、声楽、合唱、アンサンブルなど、い

ろいろご利用いただけます。申し込み多数の場合は、先着順にて締め
切らせていただきます。
最新のプログラム内容は２、３日前までに http://www.baytown.ne.jp/
core/ にてお知らせします
申し込み締め切り：12月 21日（日）
連絡先：大垣（TEL/FAX276-3878　Email：ymogaki@k4.dion.ne.jp）

12/28
（日）

わくわくおはなし会　12 月の常設おはなし会
時間：10：30 〜
場所：ベイタウン・コア　講習室（途中入場もできます）
年齢制限なし。予約は必要ありません、みんなで来てね。
今月も、楽しい絵本やゲームを用意していまーす。

　　おとうさん、おかあさんも、ぜひご一緒にどうぞ。

12/20
（土）

　講義の後半、中学生が突然教卓に現れ、
大学生に質問を浴びせた。その時、千葉大
2112 教室で「現代教職論」の授業を受けて
いた教育学部１年生 160 名はパニックとな
った。中学校教育課程を学ぶこの教室に本物
の中学生が潜入していたからだ。この中学生
こそ、本校のブレーン、打瀬中生徒会の切れ
者６名だった。これは千葉大と打瀬中の連携
授業の一コマ
神谷：自宅から出て、一人で暮らしている人？

（おずおずと大学生が手を挙げる）
そこの青いＴシャツを着たカッコイイ大学生
さん、一人で暮らすってどのようなことが大
変ですか。寂しくないですか。ご飯はどうし
ているのですか？
大学生：洗濯かな（笑）。ご飯は作ったり、
学食で食べたりしています。
世良：ガソリンが高騰してますが、大学生は
どのように思いますか。そこの髪の長い綺麗
なお姉さん。
大学生：はい、環境を考えこれを機会に車を
控えればいいですね（拍手がわき起こる）
深澤：ミャンマーの自然災害と軍事政権につ
いて、大学生の見解をきかせてください（オ
オーとどよめき）。この列の前から８番目の
お兄さん。
大学生：うん、えーとえーと、良くないと思
いま…ゴメン、よくわかりません（爆笑）。

　この他、珍問難問で、大学生も冷や汗のか
きっぱなし。前期生徒会が総会を終えた５日
後のスペシャル活動だった。（※ 前期生徒会
にはこの他に千代田君、木下君らが活躍した）
　それから半年後、後期生徒会メンバーが選
挙を経て任命された。会長は前期会計だった
川上さん。
　11 月 17 日、この日本校のコアに位置す
る生徒会室で、今後の生徒会の活動について
熱き議論が繰り広げられていた。
川上：まずは赤い羽根募金だけど、今週から
活動開始しましょう。
逓若：何日間やるの？１日？
寺島：４日間はやらなくちゃダメよ。
青木：アピールしなくちゃな、何とか。これ
がとても大事だよね。

境澤：うん、ポスターなんかいいよね。一人
一枚！
青木＋逓若：俺、ムリムリ！
境澤：字だけでもいいのよ。パソコンでも良
いし。
川上：募金活動を進めることはマニフェスト
だからね。
小林：ポスターと並行して放送でも呼びかけ
よう。何度も放送しようね。
鵜野澤顧問：はいはい、じゃ続いて環境問題
について考えてみようか。省エネで私たちが
できること。さあ、考えてみましょう。
　この日の会議は日がすっかり暮れるまで
延々と続いた。
　生徒会活動は、拘束時間も費やすエネルギ
ーも部活以上である。しかも地味な活動であ
り、大会のようなスポットライトもない。し
かし、こういった縁の下の力持ち的な存在が
あるからこそ、楽しい学校生活が送れるのだ。
ありがとう！素敵な生徒会の皆さん。

打瀬中アラカルト（10）　〜生徒会編〜

千葉大で大学生に質問する前期生徒会 議論中、ほっと一息する後期生徒会

Vol139_f.indd   2 09/07/16   14:45



Vol139_f.indd   3 09/07/16   14:45


