
ワクチンの接種はどうなっているの

　妊婦と基礎疾患のある方については 11月
中旬からワクチン接種が千葉市でも始まって
いる。ご存知のようにワクチンは数が限られ
ており、一般の大人の場合は現状では接種が
難しい。
　ワクチンは接種医院が公表されているが、
実際には公表されている以外にも多くの医院
で接種できるので、保健所でもかかりつけの
お医者さんに相談してほしいとしている。実
際渡辺先生のところでもワクチンはある程度
入手しており、優先度に応じて接収のタイミ
ングを見ているそうだ。ワクチンについては
日々状況は変化しており、こまめにチェック
するしかなさそうだ。

　ベイタウンは人口密度が高く、幼児の人口
が多いということで他の地域に比べて新型イ
ンフルエンザには弱い都市構造ではないかと
取材してみたが、現在までのところ特にひど
いという状況ではないようだ。だが、インフ
ルエンザの季節はこれからだ、他の住宅地区
と離れ、幼児人口の多いベイタウンがインフ
ルエンザに限らず流行性・感染性の疾患に対
して弱いことは明らかで、一度大流行になる
とダメージは大きい。これまで大流行がなか
ったのはラッキーくらいに考え、注意してこ
の冬を乗り切ろう。

はり学校が始まる９月から患者さんが目立ち
はじめ、10 月末から 11 月にかけてがピー
クでした。目立ったのは小さなお子さんのい
る家庭で、子どもがインフルエンザにかかり、
それで感染しているのではないかと受診され
る 30 ～ 40 代の保護者の方が多かったこと
です。40 代以上の方ではほとんど感染して
いる方はいませんでした。現在は一段落とい
うところですが、これからは通常の季節性イ
ンフルエンザのシーズンに入るので、油断は
禁物です」という。

かかったかなと思ったら

　新型インフルエンザかどうかはどうやって
見分ければいいのだろう。普通の風邪だと思
って油断していてはいけないが、慌てて病院
に行くとかえって待合室で新型インフルエン
ザのウィルスをもらってくることになるかも
しれない。またこちらが患者だった場合は他
の人に移すことにもなりかねない。
　渡辺先生によると、通常のインフルエンザ
では高温の発熱がつづくが、新型インフルエ
ンザは微熱を伴うのでこれがひとつの目安に
なるという。だがいずれにしても素人判断は
危険なので、熱や咳が出たり、身体がだるく
特に間接が痛いなど風邪の症状が見られたら
近くの病院にいくことを勧めている。

ベイタウンでインフルエンザは
流行っているの？

　まず子ども達が多く集まる保育所や学校に
聞いてみた。打瀬中学校では９月頃から新型
インフルエンザらしき症状を訴える生徒が出
始め、10月になって本格的な流行があった、
学校自体が休校になることはなかったもの
の、10 月後半には学級閉鎖が相次ぎ、これ
までに全学年で 8学級の閉鎖があった。た
だ打瀬中での流行の状況は他の中学校に比べ
てそう激しいものではないそうで、他では学
校閉鎖もあったという。現在流行は落ち着い
ており、学級閉鎖もなくなったが、それでも
毎日数人が欠席するという状態がつづいてお
り、生徒にも健康管理に気をつけるよう指導
している。
　小学校はどうだろう。千葉市では市内小
中学校の新型インフルエンザによる学年・
学級閉鎖などの状況を各学校ごとに毎日一
覧表で公開している（http://www.city.chiba.
jp/kyoiku/gakkokyoiku/hokentaiiku/influenza.
html）。
　これによると、美浜打瀬小で 10月初旬に
学年閉鎖が 3日、海浜打瀬小で同月中旬に
2日学年閉鎖があり、下旬以降はほぼ毎日ど
こかの小学校で学級閉鎖が出ているという状
況だが、ここ 1週間ほどは学級閉鎖も減り、
下火になっているようだ（打瀬小では 9月
初めに 3日間の学級閉鎖があったが、それ
以降は全く学級・学年の閉鎖は出ていない）。
　学校関係で見る限りベイタウンが他の地区
に比べて特に被害が大きいということはな
く、流行も現在は沈静化しているようだ。念
のため他の千葉市内の小中学校のインフルエ
ンザの状況を調べてみると、美浜区が他の区
よりも流行は激しかったようで学級閉鎖や学
年閉鎖がつづく学校が多かった。その中では
ベイタウンの小中学校は被害はむしろ少なか
ったようだ。
　大人の状況はどうだろう。「うたせメディ
カルクリニック」の渡辺先生にベイタウンで
の流行の状況を聞いてみた。「私のクリニッ
クでは中学生以上の患者さんしか見ないので
小さなお子さんの状況は分かりませんが、や
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幕張ベイクリニック（小児科あり）
043-212-0505　パティオス 17番街 1F

うたせ耳鼻咽喉科・アレルギー科
043-213-3387　パティオス 21番街

うたせメディカルクリニック
043-351-2727　パティオス 20番街 101

玉井こどもクリニック（小児科あり）
043-350-3300　マリンフォート 1F

海浜パーククリニック（小児科あり）
043-275-2110　公園西の街 5番館 1F

千葉市立海浜病院（小児科あり）
043-277-7711　美浜区磯辺 3-31-1

新型インフルエンザについて分からないこ
と困ったことがあれば
千葉市新型インフルエンザ相談センター：
043-238-1792・1793
http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/
kenkou/iryo/

　近未来都市のようなベイタウンは人口密度が極端に高く、
中学生までの若年層の人口に占める比率が非常に高い。これ
はインフルエンザや伝染病などの感染症には極端に弱い一面
をもっているのではないだろうか。そう思うと今流行してい
るインフルエンザは馬鹿にできない。ベイタウンでの流行の
状況はどうなんだろう、かかったと思ったらどうすればいい
のだろう。　【松村】

新型インフルエンザ　ベイタウンを直撃

新型インフルエンザ　こまったときは？

写真はイメージです



「でんでん太鼓（たいこ）」
時間：9:30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア　工芸室
よく鳴るでんでん太鼓をつくります。
持ってくるもの：ハサミ、セロテープ、ビニールテープ（ある人）
参加費：50円（保険料）

12 月 26日（土）寺子屋工作ランド

冬休み子ども書道教室　〜書き初めにチャレンジ〜

いつ：12 月 25 日（金）
午前 9:00 から午後 12:00 まで
どこで：打瀬公民館　工芸室
だれが：小学校４年生の皆さん　10人を募集します
何を学ぶの：「書き初め」の課題を練習しながら、書道の基礎・基本
を学習します
持ってくるもの：書道用具一式（筆・墨・硯・文鎮・下敷き）

書き初め用紙・手音・新聞紙（下敷き用）・雑巾
講師：書道師範による指導（受講料は不要です）
申込方法：往復はがきに「冬休みこども書道教室」と住所・氏名・学
校名・学年・電話番号を書いて 12月 15 日（当日消印有効）までに
〒 261-0013 美浜区打瀬 2ー 13　打瀬公民館「冬休みこども書道教
室」係りへ申し込んでください。
主催・問合せ：打瀬公民館（電話 296-5100）

MAKUHARI BAYTOWN ORCHESTRA　15th CONCERT
オーケストラを間近で聴ける１７０席の贅沢！
大迫力の音響と郷愁を誘うチャイコフスキーの音楽を心行くまでお
楽しみください。
日時：12 月 13 日（日）13:30 開場 14:00 開演
場所：幕張ベイタウンコア 音楽ホール　入場無料
プログラム：
古風なメヌエット（ラヴェル）／小組曲（ドビュッシー・ビュッセ
ル編曲）／交響曲第５番（チャイコフスキー）
指揮　石川智久
問合せ：043-274-7532　mail：dwhrb044@ybb.ne.jp
http://homepage1.nifty.com/eneo/baytownorch_index.htm

　恒例となりましたウィンターコンサート。幼稚園から大人までピ
アノ演奏を中心にステキなベルや楽器演奏、美浜打瀬小学校の皆さ
んによる歌声などお楽しみください。出演者一同たくさんの皆様の
ご来場を心よりお待ち致しております。
日時：12月 20日（日）　午前 11:00 開演
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
主催：ベイタウン音楽愛好会

恒例「第 12 回 年男年女撮影会」

黒川侑ヴァイオリン・リサイタル

ウィンターコンサート
幕張ベイタウンオーケストラ定期演奏会

　年末恒例の年男年女撮影会を開きます。来年の干支は「寅」です。
この撮影会は平成 11年の「兎」年から始まったので、今回の寅で
ちょうど十二支をひとまわりしたことになります。
　この企画は翌年の干支の年男年女さんを前年の 12 月に撮影し、
ベイタウンニュース新年号の最初のページに掲載するもので、ベイ
タウンの歴史をそのままニュースの紙面に刻んでゆく企画です。あ
たなもニュース新年号のトップ・ページに足跡を残しては？
撮影日時：12 月 12 日（土）　午前 10:00 撮影開始
集合場所：ベイタウン・コア　アトリウム
参加資格：ベイタウン在住で「寅」年の方

　これぞ天才　これぞ貴公子
　今回は昨年 7月につづき 2度目のコア・ホール出演となる黒川
侑氏によるヴァイオリン・リサイタルです。20歳の黒川氏は現在
留学中のウィーンでもウィーンフィルメンバーと共演するなど、今
まさに「天才児」から世界で注目されるヴァイオリニストへと変貌
中。お気に入りのコア・ホールでどんな演奏を聴かせてくれるか。
昨年 7月からの進化をお楽しみください。

日時：12 月 27 日（日）　13:30 開場　14:00 開演
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
ヴァイオリン：黒川侑　ピアノ：林絵里
プログラム：
ヘンデル　ヴァイオリン・ソナタ第 3番ヘ長調
ブラームス　ヴァイオリン・ソナタ第 1番ト長調
プロコフィエフ　ヴァイオリン・ソナタ第 1番ヘ短調
サラサーテ　ツィゴイネルワイゼン　他
チケット：一般 2500 円、中学生以下：1500 円、親子ペアチケット：
3000 円
チケット販売：キララ（CPW）／ジャイネパール（5番街）／ギ
ャラリーキキ（17番街）
問合せ：松村（TEL：043-211-6853）

12月19日　土曜日
10時30分より

ベイタウン・コア　講習室
入場無料



ホテル　ザ・マンハッタンのクリスマスツリー
　ホテル　ザ・マンハッタン 1階のロビーに嗜好をこらしたクリス
マスツリーが完成した。ロビーの壁面一杯をニューヨークマンハッタ
ンの夜景写真で埋め、それを背景にクリスマスツリーを配置したもの
で、ロビー一面の夜景はまさに「マンハッタン」の夜のクリスマス気
分を味わわせてくれる。
　マンハッタンでは夏に行われた恐竜博の際に同じロビー壁面を恐竜
写真で埋め尽くした企画で訪れる人を驚かせていた。マンハッタンの
ロビー、次はどんな舞台に変身するのか楽しみになってきた。

NPOフォーラムパートナーズ・JICA地球ひろば
シリーズ「地域レベルで出来る国際協力を考える」
異文化理解・共生を考えよう
期日：	 2009 年 12 月 17日（木）14：00pm～ 16：30pm
場所：	 千葉市勤労市民プラザ（幕張）

第１部：プレゼンテーション：「県知事として目指した共生～真の
国際人とは」　堂本暁子前千葉県知事
第２部：パネルディスカッション
在日外国人パネリスト（ネパール、米、露、中国、韓国、タイ、ベ
トナム、モンゴル、イランより人選）
プログラム：　

参加費：300 円（茶菓子代実費）
駐車場：80台あります。先着順とします。	
勤労市民プラザ幕張へのご案内：カルフール隣 ,JR 京葉線から徒歩
10分、JR 総武線幕張駅から徒歩 15分、湾岸千葉 IC および習志野
IC から数分　
座席数の関係がございますので、出席希望の方は下記の連絡先まで
事前にご連絡ください。
参加申し込み：
牛山　勝 TEL&FAX:043-211-1393、e-mail:mugonnbe@yahoo.co.jp
畑 と も 子 TEL&FAX:043-211-6148、	e-mail:t0m0mayumama@
m2.pbc.ne.jp

　今月のベイタウンの逸品は、肌寒いこの季
節にピッタリのジャイネパールの「カレー
鍋」。
　実はジャイネパールの定番メニューに「カ
レー鍋」はなく、常連さんや冬の宴会料理に
だけお目見えしていたもの。今年は冬期限定
ではあるが、たくさんのお客さまからの要望
に応えてメニュー化したという。
　ネパール料理屋さんの「カレー味の鍋」と
聞くと、何となくものすごく辛そうなイメー
ジがあるが決してそんなことはない。じっく
り煮込んだ「チキン味のまろやかなスープ」
に、主なものだけでも 11種類以上のスパイ
スと、野菜をたっぷり使った「カレーのベー
スになるグレービー」を混ぜて作られている。
ちなみに鍋のスープの仕込みには 4時間以
上をかけており、これだけ手間ひまかかって
いる鍋が美味しくない訳がない。
　鍋の辛さは注文するときに決められるし、
さらに鍋に付いてくる 3種類の調味料（ヒ
マラヤ岩塩、スパイス、味付き唐辛子）を使
って自分でも辛さや味を調整できる。
　白菜にネギ、豚肉、豆腐、きのこ等と、い
つもの鍋料理の具と変わらないはずなのに、

ジャイネパールの特製スープで「絶対、一度
食べてみる価値がある！」絶品カレー鍋に変
身するのだから不思議である。
　TVの料理番組のような味の解説をしても
始まらないので、お味の方は是非一度お店で
お試し頂きたい。1人前からでも注文できる。

　ベイタウンのメインストリートであるプロ
ームナード沿いのパティオス 5番街 1階に
位置するジャイネパールは、ベイタウンニュ
ースとほぼ同じく12年余りの歴史あるお店。
社長の玉置順さんとネパール出身のマヤ夫人
がご夫婦で経営している。異国情緒あふれる
独特の外観が目を引き、わざわざネパールの

絵師に描いてもらった天井の曼荼羅も見事で
ある。
　本場ネパールのコックさんが作る料理は辛
さを調整してくれるし、メニューの多くはハ
ーフサイズのプレートもあるので、家族やグ
ループであれこれ注文して試してみるのも楽
しい。子ども連れでも安心して注文できるの
で、気軽にマヤさんに聞いてみると良い。
　「わざわざ遠方から来られたお客様をがっ
かりさせたくないので・・・」という理由で、
年中無休で夜の 11時まで営業している。
　さらに定期的にネパールに買い出しにも
行っており、ヒマラヤの岩塩、紅茶、アク
セサリーなども豊富。ホームページ（http://
www.namche.jp/）では冷凍ネパールカレー
なども販売しているのでご覧になって頂きた
い。

【金】

ネパール料理とは？
　ネパールの南のインドの影響でスパイ
スを使った料理が多いが、国境を接する
北のチベットからは中華料理も入ってき
て、実はいろいろな美味しいものが取り
込まれている。
　もう一つの特徴としては、インド料理
が動物性油が使われているのに対して、
ネパール料理は植物性なので胃にも優し
いことだ
　やはりカレーの印象が強いながらも、
インド料理にはない小龍包のような「モ
モ」や、自分で辛さを調整できるネパー
ル風うどんの「トゥクパ」などもある。
　ネパールの国民食と言えば「ダルバー
トタルカリ」。豆のダルスープを白いご
飯（バート）にかけて食べるが、おかず
にはスパイスをきかせた野菜の煮込み

（タルカリ）が定番である。

記者が選ぶベイタウンの逸品 Vol.2
ジャイネパール
ネパール料理
場所：パティオス 5 番街
営業： 11：00 〜 23：00
年中無休
電話：043-213-1192




