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パティオス 19 番街は打瀬中と美浜打瀬小、そしてミラリオに囲まれた
部分に建設されている 6 階建てのマンションだ。パティオス 19 番街
という名前の示すように、ベイタウンの他の中層街区と同じ 150 戸

程度の建物となる。この街区はもともと住宅都市整備公団が建設する賃貸マ
ンションとなる予定だったが、その後計画が変更になり民間のディベロッパ
ーである野村不動産による建物となった。このパティオス 19 番街をもって「パ
ティオスシリーズ」は終わりとなる記念碑的な番街でもある。

打瀬中学校の南側、花見川沿いに建設中の大型マンションは「AQUA 
TERRACE」（アクアテラス）。こちらは 14 階建て 252 戸が住む大型
の番街だ。これでベイタウンの花見川沿いの通りには 14 階を超す高

層の番街が並び、花見川方面から見ると巨大な壁のように見える。
AQUA TERRACE の建つ打瀬中学校南側の部分は SH2 街区と呼ばれ、もとも
とはシータワーやパークタワーと同じ 30 階を超える超高層の番街が建てら
れる予定だった。しかし、その後の計画変更で超高層の建物はなくなり、代
わって花見川と海に面した角地には商業施設が建設される予定。

　ベイタウンの住宅建設もいよいよ最終段階にかかっ
てきた。街開き時には空き地だらけで、空が広かった
ベイタウンも今や残された空き地は打瀬中付近の SH2
街区と同じく打瀬中と美浜打瀬小に面した 19 番街、
そして現在企業庁と話し合いがつづいている H7 街区
のみとなった。
　来年３月にはこのうち 19 番街 , そして 5 月には
SH2 街区の一部に AQUA TERRACE（アクアテラス）
が完成する。今月は竣工間近の 2 つの番街と、変化す
るベイタウンの景色を取材した。
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アクアテラス

パティオス19番街

「最後のパティオス」と「AQUA TERRACE」

打瀬中正門の交差点からメッセ大通り磯辺方面を見る。左に建設
中がパティオス 19 番街。奥に見えるのが AQUA TERRACE。

打瀬中裏手の道路から AQUA TERRACE を見る。左側に並ぶのがミラ
リオ 5・4・3 番館。高層番街が並ぶ風景は圧巻。

（写真上）花見川対
岸のサイクリング・
ロードより見るベイ
タ ウ ン。 右 が ミ ラ
リ オ、 左 が AQUA 
TERRACE。

（写真右）中学校グ
ラ ウ ン ド か ら 見 た
AQUA TERRACE。



ベイタウンニュースに記事をください「VIVA 室内楽」コンサート

　先月号で紹介した少年サッカーチーム「フロインツ」。４年生チー
ム（北野コーチ）はその後行われた東関東大会では名門「鹿島アント
ラーズジュニア」とも対戦した（囲み記事参照）。フロインツはサッ
カーエリートを集めた名門でもない。普通の小学生が集まったチーム
だ。コーチの北野君も専門のコーチ教育を受けた訳ではない。自分た
ちで工夫し、考えて努力しここまで来た。そんな野武士軍団の強さが
彼らにはある。
　その野武士チームの攻撃の中心は米盛舞さん。なんと女の子だ。動
きが速く、判断もいい。舞さんがサッカーを始めたのは、同じくフロ
インツでサッカーをしていた兄２人の影響。お父さんは特に勧めた訳
ではないが、「兄２人の練習を見ているうちに自然とサッカーをする
ようになった」という。
　守備の中心は國府田（こうだ）君。そしてチームをまとめるのはキ
ャプテンの山﨑君だ。３人とも１年生のときからチームに在籍し、北
野君の指導をうけてきた。

「第 31 回 利根コカ・コーラ杯争奪東関東少年サッカー大会」
平成 21 年８月 30 日（日）鴨川市総合運動施設
　フロインツは予選Ａブロック（３チーム）に入る。このブロッ
クでは他に優勝候補の名門「鹿島アントラーズジュニア」と栃木
県の上都賀 FC が一緒だ。予選ではリーグ戦なのでこの２チーム
と対戦することになる。自分たちの実力がどの程度なのか。アン
トラーズジュニアは全国でも名門。相手にとって不足はない。フ
ロインツは第１試合で上都賀 FC と対戦。1-1 で引き分けた。
　次に対戦するのは午後の第１試合で、「鹿島アントラーズジュ
ニア」。アントラーズジュニアはフロインツと引き分けた上都賀
FC と対戦し引き分けている。「これなら」と期待が高まる。だ
がアントラーズジュニアとの対戦結果は４－０の完敗。やはり名
門の壁は高かったか。結果は予選敗退。その後アントラーズジュ
ニアは決勝まで進出し、準優勝した。
　しかし、この大会では大差の勝敗のついた試合はなく、実力は
伯仲していた。東関東大会出場はフロック（運）じゃない。試合
経験を積めばいずれ優勝も夢じゃない。

　彼らの生活は忙しい。毎日早朝 7:15 から 45 分程度の練習を打
瀬小学校校庭で行う。チーム練習は月２回の土曜日。その他、毎週
日曜日にはフロインツ全員（１〜６年生）の練習が行われている。
ほとんどサッカー漬けの毎日だが、忙しいことが彼らに緊張感や集
中力のある生活習慣を身につけさせるのだろう。有名中学に進む子
も多いと聞く。
　県大会で２位になり東関東大会に出場したことで、フロインツ４
年生チームを取り巻く環境は一気に変った。これまでは追う立場だ
ったチームが、今度は周囲から目標にされる存在になった。「今ま
ではお願いしていた練習試合が、今度はお願いされるようになった」
という。「これからは追われるもののプレッシャーとの戦いになる」
とは自身もお父さんたちのサッカーチーム「パパース」のメンバー
である米盛さん（舞さんのお父さん）の言葉だ。
　だが君たちには自分で道を切り拓いて来た強さがある。がんばれ
フロインツ。

少年サッカー「フロインツ」4 年生チーム

記事の投稿はどなたでもできます。次の規定
をお読みの上メールで投稿ください。
記事の内容：ベイタウンに関すること。ベイ
タウン内での出来事や事件、問題提起やご意
見も歓迎します。サークルなどの紹介もでき
ます。営利や広告を目的とした記事はご遠慮
下さい。
投稿資格：ベイタウン住民であること。年齢
制限はありません。小学生や中学生の方の記
事も歓迎します。
文字数と写真：記事はベイタウンニュースの
紙面に読者投稿記事として掲載します。文字
数はタイトルを 20 字以内、本文を 600 字
以内で書いてください。写真を掲載する場合
はなるべく高画質のデジタル写真でお願いし
ます。
投稿する方のお名前と年齢をお書きくださ
い。匿名あるいはペンネームでの投稿も可能
ですが、その場合は年齢や学校名、ご職業な
どを書いて下さい。
署名は１行、10 文字以内でお願いします。
締切：毎月 15 日までに投稿いただければ原
則として翌月のベイタウンニュースに掲載し
ます。投稿者多数の場合は編集部内で内容を
考慮し掲載します。
記事としてふさわしくない内容の場合はご連
絡のうえ掲載をお断りすることがあります。
投稿は原則としてメールでお願いします。
投稿先メール：editor@baytown-news.net

またまたやります！　幕張海浜
公園まつり ’ 09　「ハロウィン
パーティー in 幕張」
一昨年、昨年と大好評だった “幕張海浜公園
のハロウィンパーティー” を今年も開催しま
す。これは、「幕張の浜に沿って広がる幕張
海浜公園海側ブロックを、みんながもっと楽
しめる場所にしたい！」という思いを持つ県
民有志がボランティアで取り組んでいるイベ
ントで、今回で９回目になります。

“仮装パレード” を中心に、今年から新たに
加わった “ミニ SL 乗車体験” など、家族で
楽しめる様々なプログラムを展開します。当
日に限り公園内でバーベキューを楽しむこと
もできます。ハロウィンなので、もちろん
“Treat” も用意しています。 10 月 11 日（日）
は、好みの仮装をして幕張海浜公園海側ブロ
ックに集まろう！詳しくはウェブサイトまた
は下記問い合わせ先まで。
開催日時：平成 21 年 10 月 11 日（日）（雨
天の場合 12 日（祝）に順延）
午前 9 時〜午後 4 時まで（パレードは 12 時
頃開始予定）
会場：県立幕張海浜公園海側 E ブロック（マ
リンスタジアム側）
主催：幕張海浜公園まつり '09 実行委員会
事務局（NPO 幕張海浜公園を育てる会内）
問い合わせ先 FAX 番号：043-211-1068（NPO
法人幕張海浜公園を育てる会）
ウ ェ ブ サ イ ト：http://www.sodaterukai.
com/

日時：11/3（祝）13：45 開場　14：15 開
演
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
入場無料
プログラム：
エルガー「愛の挨拶」（ピアノ、フルート、
オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴット）
トリーベンジー「ピアノと木管のための小協
奏曲」（ピアノ、オーボエ x2、クラリネット
x2、ホルン x2、ファゴット x2、コントラバス）
パッヘルベル「カノン」（チェロアンサンブル）
サンサーンス「白鳥」（チェロアンサンブル）
ドヴォルザーク「セレナーデ」（オーボエ x2
クラリネット x2、ホルン x3、ファゴット
x2、コントラファゴット、チェロ、コント
ラバス）
お問い合わせ先：043-272-1459（日比野）



コーラスの集い

ペタンク教室開催のお知らせ

打瀬ぱくぱくキッチンクラブ

第１５回ベイタウン音楽会
「ウインタ－コンサ－ト」出場者募集

幕張ベイタウン・チャリティコンサート
（社協打瀬地区部会）企画

　10 月のコア・イベント

10 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）
〜読書の秋、おはなしの秋、“わくわく” の秋〜
秋のひと時、絵本の読み聞かせに耳を傾け、おはなしの世界に浸っ
てください。今月もわくわくするおはなし、ゲームを用意してお待
ちしています。年齢制限はありません、絵本の好きな大人も子ども
もぜひ来てね！
予約は不要です。**　読み手も募集中、見学歓迎　**
連絡先：　井上　（211-0188　wak2@yahoogroups.jp）

10月 17日（土）わくわくおはなし会　10月の常設おはなし会

「木の実笛」（木の実でつくるふえ）
時間：9:30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア　工芸室
ベイタウンの街路樹のトチノミやドングリ、ツバキの実でよく鳴る
笛（ふえ）を作ります。
持ってくるもの：小刀、他工作道具

10月 24日（土）寺子屋工作ランド

第 78 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
月に１度皆様にファツィオリを囲んで楽しんでいただける日です。
声楽・その他の楽器でもご参加いただけます。
ご希望で非公開にもできます。
いっぱいになり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申
し込みください。
連絡先：E-mail：kaorutom@kjb.biglobe.ne.jp( 冨田 )

10月 25日（日）ファツィオリの会

11月 1日（日）時間：9:30〜 11:30　
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
　私たちは今年も、新しい曲との出会いに喜びを感じ、昨年歌った１
曲を大切にあたため、育てる楽しさを感じて、日々練習を積み重ねて
まいりました。まだまだ未熟な出来ではありますが、私たちの精一杯
の実りをお届けできたらと思っております。
　また今年も、エレクトーンとクラリネットの美しくも躍動感のある
演奏を、お送りできることになりました。秋のひととき、どうぞ来場
賜りますよう、お待ち申し上げております。
プログラム
女声コーラス瀬音
明治の唱歌（寺島陸也編曲）、庭の千草、故郷の空　他
混声コーラス GAFU
アメージング・グレイス、サマー・タイム　他
瀬音＆ GAFU
恋のフーガ、恋のバカンス　他　（信長貴富編曲）、東京物語、りんご
の唄、お祭りマンボ　他、空・海・大地と木のうたより（新実徳英編
曲）、守り継がれた大地の歌
男声コーラス
南部牛追い歌　他
指揮：佐藤　柳　ピアノ：永木　真紀

10月 31日（土）と11月 7日（土）の2日間　雨天中止
時間：10:00　場所：美浜打瀬小学校校庭
　生涯スポーツの一つ「ペタンク」を体験してみませんか？「ペタンク」
とは南フランスが発祥の地で、ソフトボールより少し小さめの金属の
ボールをビュットと呼ばれる小さな木製の球に近付け合い、得点を競
うスポーツです。小学生から高齢者まで気軽に楽しむことができます
対象者：成人、中学生、小学生（4 年生以上）　男女は問いません。
＊小学生は保護者同伴のこと
募集人員：30 名（先着順）
申込方法：10 月 15 日（木）までに打瀬公民館へ直接来館の上、お
申し込み下さい。先着 30 名になり次第、締め切らせていただきます。
参加費：無料
内容：（第 1 日目）
ペタンクの概略とルール／ボールの持ち方と基本的な投球方法／試合
の練習

（第 2 日目）
前回の復習と練習／チームを組んで試合を楽しむ／その他
ボール等の用具は公民館で用意します。スポーツのできる服装であれ

ば何でも結構です。靴はどのようなものでも構いませんが、ハイヒー
ルは避けて下さい。
お問い合わせ先：千葉市立打瀬公民館（ベイタウン・コア内）電話
043-296-5100

11月 7日（土）時間：9:30
場所：ベイタウン・コア　調理室
　小学校４・５・６年生の皆さん、お昼ごはんを自分で作ってみまし
ょう。わいわい作って、ぱくぱく食べよう
だれが：小学校４・５・６年生の皆さん 16 人を募集します（往復は
がきによる申込・応募多数の場合抽選）
ざいりょうひ：一人 500 円（きたとき、公民館の人に渡してください）
メニュー：ごはん・まるまるロールキャベツ・じゃがいも畑のポテト
サラダ・マンゴープリン（変更することもあります。当日作ったもの
は持ち帰れません）
もちもの：エプロン・三角巾（スカーフ・バンダナでもよい）
ふきん１枚（記名を忘れずに）・手ふきのタオル・うわばき
講師：食生活改善推進員
申込方法：往復はがきに「ぱくぱくキッチン希望」と住所・氏名・学校名・
学年・電話番号を書いて 10 月 24 日（土）（当日の消印有効）までに
送って下さい。
〒 261-0013　美浜区打瀬２－１３
打瀬公民館「ぱくぱくキッチン」係
問合せ：打瀬公民館　電話 296-5100

11 月 7 日（土）
時間：13:30 開場 14:00 開演
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
社会福祉協議会打瀬地区部会イベントとして住民を集め障害者福祉の
地区部会活動の広がりを期するコンサートです。
出演：御木　マドカ（ヴァイオリン、5 番街在住）
安藤　あゆみ（ピアノ、5 番街在住）
会費：一般￥2,000　シニア・小中高生￥1,000　障害手帳保持者は
申し出があれば無料

　秋の気配が感じられるようになり、今年もいよいよ「ウインタ－コ
ンサ－ト」が開催されます。X'mas に向け、楽しいコンサ－トは、内
容も盛りだくさん！！ピアノ・室内楽などたくさんの皆様のご応募を
お待ちいたしております。
日程：2009 年 12 月 20 日（日）
会場：ベイタウン・コア音楽ホ－ル
申込日：10 月 3 日〜 10 月 31 日　先着 80 組
連 絡 先： 阿 曽（TEL/FAX：211-0273　 Ｅ -mail：kakuhito@mue.
biglobe.ne.jp）



読者の投稿「ベイタウン夏祭り」

　このかわいい女の子たちは、打瀬中学校の生徒で、私が打瀬小学校
の「わくわくキャンパス」でバドミントンを教えたことがある生徒達
です。夏祭りのとき写真を撮っていると「落合先生だ！」と声をかけ
てくれました。
　中学生になりずいぶん大人っぽくなって、しかも「ゆかた」でおめ
かししていたので、しばらく分かりませんでした。名前を覚えてくれ
ていたのでとても嬉しくなりました。
　「ゆかたは、めったに着る機会がないので夏まつりは” ゆかた” を着
よう」と申し合わせたそうです。全員写真を撮り、冗談に「ベイタウ
ンニュースに載せてもらおうかな」と言ったら喜んでくれたので投稿
します。

【投稿：落合（シータワー在住）】

秋の一日
街路樹を見て歩きませんか？

街路樹調査実施日：10月 10日
（土）午前9時半にベイタウンコ
ア・アトリウム集合
10時〜 12時半までを予定

　ベイタウンの街路樹もそろそろ色づき始める季節です。ベイタウ
ンの緑化に取り組む住民グループ「ベイタウングリーンサム」では
平成 13年から、街の街路樹を観察してきました。スタート時は潮
風の影響等から枯れる街路樹が多く、その危機感からこの活動が始
まりました。以後、経年で成長を身守りながら、気がついたことを
管理者（現在は千葉市）に報告してきました。厳しい環境のなかで
も木々は逞しく育ちつつあり、新緑や花、紅葉といった様々な表情
を見せてわたしたちを楽しませてくれています。
　今、グリーンサムが取り組んでいるのが、ベイタウンの 1000 本
余の街路樹に「番号」を付けて、調査
の結果を蓄積
しデータベー
ス化しようと
いう活動です。
調査当日は、
班に分かれて
1 本 1 本を観
察し、成育状
況をはじめ虫
害や支柱の状況などを調査シートに書
きいれていきます。
　今年は、メンバーで手作りした「樹
銘板」が目印です。樹銘板には木の種
類も書かれていますので、木の名前を
知る一助としてもご利用ください。

色づいたモミジバフウ、樹銘板づくり（左）
取り付け（上）


