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打瀬中 EX 講座発表会

校則「０」学校 自分で判断しよう

グループごとにパワーポイントを使ってプレゼン

今年も「ジイジと遊ぼ」
ベイタウンのシニア世代にとって毎年１月
は忙しくも楽しみな時期だ。海浜打瀬小、美
浜打瀬小の２つの小学校１年生の特別授業
「もちつき会」と「昔遊び」がこの時期に集
中して行われるのだ。今年も２つの小学校で
は例年のようにベイ
タウンのシニアが
孫世代と一緒
にもちをつき、
剣玉やおはじ
きをして楽し
んだ。

海浜打瀬小

2 月 5 日、この日海浜打瀬小では昔遊びが
おこなわれた。海浜打瀬小の昔遊びが始まっ
たのは 7 年前。同校が開校して 2 年目に地
域との交流を目指して始められた。最初にこ
の授業で昔遊びを体験した子ども達も今はも
う中学 1 年生になる息の長い授業だ。
実は今年の授業はインフルエンザの流行で
開催も危ぶまれた。当初この授業は 1 月 23
日に予定されていたのだが、インフルエンザ
の影響で延期され、2 月 5 日になってやっと
開催できた。それでも欠席する児童もあった
ようで、シニアの講師にも 1 人の欠席があ
った。
海浜打瀬小の昔遊びは長いつみかさねがあ
るだけに先生役のシニアも手慣れたものだ。
この日訪れたシニア先生は 23 人。皆さんこ
の授業には数年前から参加しているベテラン
揃い。それぞれ「昔とった杵柄」を子ども達
に披露した。

小泉元首相ではないが、思わず「感動した」
「すばらしい」と言ってしまった。上のこと
ば『校則「0」学校 自分で判断しよう』は
2 月 11 日に行われた打瀬中学校 EX 講座発
表会で１年生のグループが講座の成果として
発表したものだ。
EX 講座は今年で２年目を迎えた打瀬中の
授業。地域の大人を先生に迎え、毎年１年生
を対象に行われている、いわば NHK の「よ
うこそ先輩」のような授業だ。今年度は 9
月から 12 月にかけ、計 8 講座が開催された。
ベイタウンニュース 12 月号で紹介した中学
生の記事もこの講座の産物だ。
タイトルの言葉はこの講座のうち、CM ク
リエイターの下田さん（GPE 在住）の講座で
生徒達が「キャッチコピー」として考えたも
の。第一線の CM ディレクターが直接教える
というだけでも受けてみたくなる講座だ。
下田さんの講座は今年で２回目。昨年の講
座では日本の CM の歩みを時代ごとの TVCM
を見せながらたどる講座だったが、今年は生
徒達に CM づくりの方法を実際に体験させる
講座となった。中学生を相手に授業するのは
初めてで試行錯誤の連続だが、何度かつづけ
ることで今回のような講座ができた。
発表会ではこの他７つのグループがそれぞ
れの講座の成果を発表した。地域のシニア世
代から戦中戦後の生活について学ぶ講座や、
花見川と東京湾の水質について調べる講座、
福祉について学ぶ講座の成果発表などが行わ
れた。どのグループもスクリーンでスライド
ショーを出すなど、発表形式についても驚か
されるものだった。
地域のいろんな大人が「よし俺も」と参加
してくれれば EX 講座はもっとすばらしいも
のになるだろう。来年度の新 1 年生にはど
んな講座が待っているのか。今から楽しみだ。

打瀬中アラカルト（最終回）〜親と子の絆編〜
「親が子を愛おしむ」。
うにかなり早い時期から躾に厳しく、「個の
この心に国境線はありません。髪の毛や肌
伸長」に重点がおかれているため、中学生ぐ
の色が違っていても万国共通のことと言えま
らいになると、もう完全に「親離れ子離れ」
しょう。しかし、「愛し方」となると、お国
しており、互いに干渉しなくなっています。
柄によって多少異なるようです。
「自分のとった行動は自分で責任を持ちなさ
私が以前住んでいた東ヨーロッパのポーラ
い」という明確な姿勢で接します。したがっ
ンドではどのような「愛し方」をするのか、 て、「勉強しなさい」とか「後片づけしなさ
簡単にご紹介しましょう。
い」とかいった類いの話は極端に少ないよう
〈躾〉
です。
ポーランドの首都「ワルシャワ」ではりっ
これはポーランド人の正統な「愛し方」な
ぱな犬を連れて散歩する人々の光景をよく目
のでこれはこれで良いのでしょう。しかし、
にします。この人たちは散歩の途中、スーパ
日本人の私から見れば、何か味気ないような
ーで買い物をしたり、カフェでカーバ（コー
少し寂しい気もします。やはり日本の風土か
ヒー）を飲んだりしますが、連れの犬はその
ら考えると、あまり早いうちに無理矢理「個
間、実に行儀良く主人を待っています。私は
の伸長」を図る必要はないと思います。思春
日本の犬を思い浮かべながら、忠実に主人を
期においても、親と子が多少粘着質的に絡み
待つ犬の姿に感動すら覚えました。聞くとこ
合っている方が「正しい日本の親と子の絆」
ろによると、生後３ヶ月から５ヶ月の間に「犬
という気がします。ですから、私たちは私た
躾養成所」なる所へ通わせるようで、この時
ちの「愛し方」に自信を持っていいのです。
期を逃すと、後になっていくら怒ろうが怒鳴 〈日曜の夕食〉
ろうが、もう行儀のよい犬にはならないのだ
ところで私がポーランドに住んで「親と子
そうです。
の絆」について最も感動したことは次のよう
「例え」が犬で恐縮ですが、ポーランドの
なことです。
幼い子たちに対する躾は、これと共通する面
ポーランド人のほとんどは厳格なカトリッ
があり、相当厳しいものがあります。またか
ク教徒で、毎週日曜日、家族全員で教会のミ
なり幼いうちから幼稚園に通わせることも一
サに行くことを週課とします。田舎だけでな
般的です。社会主義時代から夫婦共働きがほ
く大都会であるワルシャワでも例外ではあり
とんどという事情なので、子どもを託児施設
ません。教会に行くときは少しばかりめかし
に預ける必然性がありますが、日本の「かわ
込んで行きます。教会ではお祈りをして讃美
いそうだがしかたない」という気持ちではな
歌を歌います。その後、揃っておじいちゃん
く、「早くから社会集団に慣れたほうがよい」 おばあちゃんの家を訪れ、みんなでワイワイ
という前向きの意識があるようです。このよ
と夕食を共にします。日曜日の夕食時は、老

ベイタウンニュースへのビラの挟み込みについて
最近、ベイタウンニュースに広報物や広告
の挟み込みができないかというお問い合わせ
をよくいただくようになりました。
ベイタウンニュースにビラや広報物を挟み
込んでベイタウンの全戸に配布することは営
利・非営利を含めできるだけお役に立ちたい
と思いますが、いくつかのガイドラインがあ
るのでここで改めてご紹介します。
1. 地域の公的な機関や組織の広報物は無料
です
ベイタウンニュースは住民の情報共有を最
大の目的としています。街の仕組みや皆さん
の生活に関わる地域の公的な情報は記事の形
でもお知らせしていますが、公的な機関や組
織からの広報物は無料で配布をします。
これまでにも自治会連合会や青少年育成委
員会などの広報物は無料で挟み込みと配布を
行ってきており、今後もこれに類する公的な
機関や組織からの広報物は積極的に配布を行
います。ただ配布には多くの方のご協力が必
要です。配布をご希望の場合はできるだけ挟
に込みと配布の作業にご協力をお願いしま
す。
2. サークル活動のビラなどは制限がありま
す

ニュースではこれまでサークル活動などの
私的な集まりについても広く街の文化と考え
積極的に記事としてお知らせし、サークル紹
介のビラなどについてもできるだけ配布に協
力してきました。これからもこの考えは変り
ません。しかしベイタウンニュースの配布に
は多くの労力が必要です。このため地域サー
クルからのビラの配布には 30,000 円の料金
をいただいています。ただし、毎号ベイタウ
ンニュースの配布にご協力いただいているサ
ークルには、配布作業を報酬と考え無料での
配布を行っています。
3. 営利目的のビラなどは有料です
ベイタウンニュースの発行にかかる費用は
すべて広告費で運営しています。この財源を
確保するため企業や商店からの広告ビラは貴
重な収入源として積極的に受け入れていま
す。これらの広告ビラの挟み込み配布には一
律 50,000 円の広告費をいただいています。
これらのどの広報物の配布にも優先順位は
設けず先着順にお受けしています。ビラの配
布をご希望の場合は、配布希望月の前月のベ
イタウンニュース発行日（基本的に毎月第一
土曜日）までにお申し込みください。ベイタ

人の住むどの家からも明るい団欒の声が聞こ
えてきます。
子どもは幼い時からおじいちゃんおばあち
ゃんを大切にしている両親の姿を見ているも
のですから、やがて成長し結婚して独立して
も同じように自分たちの両親宅を訪れて、夕
食を共にするのです。
自分の親、そして妻の親を大切にすること
が、いずれ自分が年老いたとき、子どもから
大切にされることを伝統として知っているの
です。
以上をもちまして打瀬中アラカルト、終了
させていただきます。1 年間ご愛読いただき
まして誠にありがとうございました。
【打瀬中教頭：青木 一】

カミュラとミッシェルが森に水を汲みに行く
タトラ山脈ザコパネ近くの村

ウンニュースへの挟み込みは毎号３部までと
しているので、お役に立てない場合もありま
すがご理解ください。
ベイタウンニュースはいかなる政治／宗教
にも与しない独立した住民ボランディアによ
るニュースとして、どの機関や団体からも財
政的な支援は受けていません。これは中立的
な立場を守るためで、団体や組織のあり方に
賛成や反対の立場を示すものではありません。
ベイタウンニュースはみなさんで作る新聞で
ありたいと思っています。みなさんが知る必要
のあると思われることやみなさんの知りたいこ
とをこれからも積極的に取材し、記事にしてお
知らせしたいと思っています。これからも皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。
ベイタウンニュース・サポーターのお願い
ベイタウンニュースでは挟み込みと配布
にご協力いただける方を募集しています。
ベイタウンニュースはいつも 70 人ほどの
ボランティアサポーターの方々の手で毎月
配布されていますが、慢性的にボランティ
アの方は不足しており、特に新しい番街へ
の配布が困難な状況です。
配布にご協力いただける方は毎月第一土
曜日の午前 10:00 にベイタウンコア講習室
で行われる配布の会においでくださるか、
下記にご連絡ください。。
松村（Tel/Fax:211-6853）

ベイタウン・コア図書館を考える Part I
2002 年 3 月、幕張ベイタウン・コア（公民館）の開館と同時にオープンし、まもなく 7
周年をむかえるベイタウンの図書館の現状と課題を２回のシリーズでお伝えする。
【金】
ベイタウン・コア（公民館）の中にある図
書館の正式名称は「美浜図書館打瀬分館」
（以
下「打瀬分館」）であるが、実はこの名前が
ベイタウン図書館の位置づけを正確に表して
いる。
1991 年の時点で千葉県企業庁はベイタウ
ン内の公民館施設の事業費を 200 億円と推
測していた。その後の紆余曲折を経て、およ
そ 10 分の 1 の予算でベイタウン・コアが建
設されることになった。
古い統計ではあるが、1995 年 7 月に千葉
県企業庁がパティオス 1 〜 6 番街の住民に
実施したアンケートでは、76％の回答者が
街に図書館が必要と答えている。
住民側は、行政に対して図書館をつくって
ほしいと単に要望しただけでなく、1997 年
5 月にコミュニティ・コア研究会の分科会的
な形で図書館研究会を発足し、勉強会や会合
を重ねた。2001 年 7 月には図書館に収蔵し
てほしい図書のリストも提出し、図書館開館
の直前まで活動していた経緯がある。
住民の図書館に対する希望が高いことを受
け、コミュニティ・コア研究会では想定人口
26,000 人という街の規模に見合う図書館を
要望した。しかし、千葉市の図書館は 1 区

に 1 地区館という方針があるため、ベイタ
ウンの図書館は、美浜区の地区館である美浜
図書館（稲毛海岸駅近く）の分館という形で
開設されることになった。
ちなみに千葉市図書館は中央図書館のほか
に、6 つの地区館、6 つの分館と図書室が 1 つ、
20 の公民館図書館で構成されている。現在、
この街の居住人口は 23,000 名を超え、「打
瀬分館」は 2007 年度の図書貸出冊数では本
館である美浜図書館を超え、中央図書館に次
いで 2 番目に多い図書館になっている。（平
成 19 年度「千葉市の図書館」参照）
おもしろい現象がある。ベイタウン内の新規
マンションで入居が始まると「打瀬分館」利
用者数が増加するのは当然だが、国道 357
の山側にできた「マクハリタマゴ」の入居開
始以降、「打瀬分館」の新規利用者数が大幅
に増えている。
「打瀬分館」の構造的な問題点は、利用者
数に比べて手狭な施設と蔵書の少なさ（約
72,000 冊強）である。増築スペースがない
訳ではない。10 番街前の公園から図書館を
見ると、駐車場の上がテラスのようになって
いる。ここは将来的な図書館増築を意識して
設計に盛り込まれたスペースだが、千葉県か

3 月のコア・イベント
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わくわくおはなし会

2 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。
（土）
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。
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（日）

第 71 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−トピアノ「ファツィオリ」でのピアノ演奏、
また他の楽器、歌やアンサンブルの演奏にもご利用いた
だけます。ご希望で非公開にもできます。申込みはいっぱいになり次
第締め切らせて頂きます。最新のプログラム内容は
http://www.baytown.ne.jp/core/ をご覧ください。
申し込み締め切り：3 月 15 日（日）
連絡先：TEL/FAX211-0039（高井）

寺子屋工作ランド
「レインボースコープ」（ふしぎなめがね）
時間：9:30 〜
場所：ベイタウン・コア 工芸室
（土）
持ってくるもの：ハサミ、木工ボンド、千代紙または色
紙（折り紙）
参加費：50 円（保険料）
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ら千葉市に建物が移管された現在、利用者が
期待を寄せる増築の可能性は極めて低い。
20008 年 3 月時点では、「打瀬分館」の図
書予算は美浜図書館の約半分だったが、その
後は財政難から千葉市の図書予算は年々減ら
されている。予算の面からみても、図書館の
増築は夢のような話なのだ。
さらに、新刊本は貸出にまわり書架には古
い本ばかりが並ぶため、寂しい感じをぬぐえ
ないのが「打瀬分館」の悩みだ。
分館であるため DVD や CD などの AV コ
ーナーも設けられていないが、それでも貸出・
返却の多い土・日には 1200 人あまりの来館
者の本を処理するなど、利用率のたかさは抜
きん出ている。規模を越えた利用率から事務
負担も限界に達している。地区館を越える利
用冊数となった「打瀬分館」を実情に見合っ
た施設へ変更（対応）することが行政に対し
て早急に望まれる。
このような構造的な問題のほかに、ベイタ
ウン図書館には更に別の悩みがある。次回は
この問題についてお伝えする。

