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ベイタウンに幼稚園はできるの？
打瀬保育園の東隣に広がる 3000m2 の空き地。そこは幼稚園建設予定地とされているものの、今
も幼稚園が建つ気配はありません。どうしてまだ空き地のままなのでしょうか。今は小学 4 年生に
なる子どもを入園させることを夢見てベイタウンに移り住んだ私は、ベイタウンニュース記者とな
って初めての記事にこの幼稚園予定地を取り上げることにし、企業庁地域整備部の担当者から詳し
く話を伺ってきました。幼稚園はいつできるの？ 【城本】

1995 年のベイタウン街開き当初、空き
地の東側 1/3 は医療用地、残りの 2/3 が幼
稚園建設予定地とされていました。しかし、
医療機関は建つことなく、2007 年にベイ
タウンの土地利用計画の見直しが行われた
際に空き地は全て幼稚園建設予定地に変え
られました。ベイタウンにはすでに多くの
クリニックがあることを企業庁が「配慮」し、
医療用地から幼稚園建設予定地に変更した
そうです。しかし、街開きから数えて 16
年目となる現在もそこは空き地のまま。こ
れについて企業庁は、「決して手をこまねい
ていたわけではない」と話します。
企業庁によれば、これまで定期的に千葉
県幼稚園連合会や千葉市幼稚園協会、県と
市の学事課に連絡を取り幼稚園誘致の話を
してきたそうです。しかし、この 16 年で
建設に手を挙げた幼稚園はわずか数園。い
ずれも具体的に建設するという話にまで至
らなかったとのこと。理由は主に幼稚園側
の懐事情によるものだそうです。分譲地で
あるこの空き地は場所柄地価が高く、そう
簡単には購入できません。加えて建物もベ
イタウンの街並みと調和のとれたものでな
ければならず、必要なコストは膨大です。

投資に見合うだけの園児が集まるのか、そ
こが幼稚園側の迷うところのようです。確
かに、ベイタウンに子ども人口が多い今は
園児の確保はできそうですが、20 年、30
年後は園児が集まらず初期投資を回収でき
ぬまま廃園、という可能性もあります。
そこで企業庁は、空き地を分譲地ではな
く事業用借地で提供することを検討し始め
ました。借地なら初期投資の負担を減らせ、
幼稚園誘致がしやすいのではないかという
発想です。ただし借地にするのはまだ「案」
の段階。企業庁は、ベイタウンの管理運営
が千葉市に移管される 2012 年度末までに
空き地状態を解消したいと考えているよう
ですが、もう時間はありません。はたして

4 月 17 日（土）わくわくおはなし会 4 月の常設おはなし会

4 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）

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）
4 月 24 日（土）寺子屋工作ランド

ふしぎな「ベンハムのコマ」
時間：9:30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア 工芸室

持ってくるもの：ハサミ、のり、セロテープ、その他工作道具
参加費：50 円（保険料）

4 月 25 日（日）ファツィオリの会

第 83 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」を街の皆様に弾いていただ
けます。その他の楽器演奏、
声楽、
合唱などでもご利用いただけます。
申込多数の場合は、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
http://www.baytown.ne.jp/core/ をご覧ください。
申込締切：4 月 18 日（日）
連絡先：Tel, Fax：276-4266
E-mail：TEL/FAX：211-6008（林）

借地にすることが解決策になり、期限内に
幼稚園は建つのか。企業庁は、ぎりぎりま
で幼稚園建設という方向で進め、どうして
も誘致できなかった場合は、
「暫定駐車場に」
と考えているようです。
これまで、ベイタウンに暮らす小さい子
どもを持つ親の多くが、この幼稚園に入園
させようと夢見てきたはずですが、幼稚園
はいっこうに建つ気配がなく、そのことが
ずっと疑問でした。今回の取材を通し、そ
こが空き地のままという背景には、ベイタ
ウンに民間の幼稚園を建てることの難しさ
があることを知り、ある意味納得しました。
ただし、そこが「幼稚園建設予定地」とさ
れている以上、多くの親御さんはこれから
も期待し続けることになるでしょう。いつ
までも期待を持たせ続けるのか、別の土地
利用方法を考えるか、いずれにしても早い
段階で結論を出すべきではないかと思いま
した。「暫定的な駐車場」は、長年幼稚園建
設を期待し続けた住民の望む姿ではないの
ですから。

第１６回ベイタウン音楽会 「Rainy コンサート」

日時
６月１３日 ( 日 ) １３時開演 ( 予定 )
場所
ベイタウン・コア音楽ホール
ピアノ・その他の楽器・声楽など、ソロ・アンサンブルでの出演者
を募集いたします
連絡先：須原 Tel/Fax 211-0350
受 付：４月末日まで 先着順にて締め切らせていただきます

ベイタウンニュースに新人記者

先月に続き、今月もベイタウンニュースに新しい記者が加入しま
した。城本奈緒（しろもと なお）さん。小学生２人を持つ若いお
母さん世代です。意欲的な城本さんには早速今月号から記事を書い
ていただきました。「ベイタウンに幼稚園はできるの」は若いママ
世代ならではの視点からベイタウンの土地利用を取材した記事で
す。企業庁にアポをとり、ひとりで取材をしてくる新人記者をベイ
タウンニュース編集部は驚きと羨望の目で見ています。城本さんの
加入でパワーアップしたベイタウンニュースをこれからもよろしく
お願いします。
編

集

後

記

先月につづいて今月も小学生からの投書（？）をいただきました。
表紙ページの写真の中に掲載しているのはその投書をスキャナで読み
取ったものです。先月は私立中学の受験に向けてがんばります、とい
う内容。そして今月は「小学校を卒業しました。これからもがんばり
ます」という内容で、どちらも可愛いイラストなどが添えられていて、
思わず心が和むような投書でした。
投書をしてくれた新中学生のおふたりさん。心からありがとう。君
たちが中学でがんばるように、僕たちベイタウンニュースもがんばり
ます。中学に入ってもまたこんな投書をください。

第 13 回ベイタウンまつり出店募集（自治会連合会からのお知らせ）
ベイタウンのみなさん、今年もベイタウンまつりの季節がやってきました。今年も精一杯のパワーで、おまつりができる環
境を提供しますので一緒におまつりをつくっていきましょう。出店希望の方は、ベイタウン自治会連合会ホームページ（http://
baytown.ne.jp）の受付フォームに必要事項を記入してお申し込みください。たくさんの応募を待っています。＊ fax での受
付は中止します。
開催日：2010 年 5 月 15 日（土）10：00 〜 16：00 雨天時は翌日開催

フリーマーケット（170 区画）

模擬店（３５店舗）

ベイタウン住民に限らせて頂きます。会場図は連合会ホー
ムページをご覧ください。
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ区画を必ず記入して下さい（区画毎に抽選
をします）。
● 近い場所を選んで下さい（車の搬入は左折・物品は速
やかに下ろす・左折で出る）。
● バレンタイン通り区画（40 コ）は街路樹・街灯が２マ
ス間に有るため（4.6 ｍ）１区画２人で出せます。
● 受付期間：4 月 4 日（日）７時から〜 5 日（月）まで
● オーバーしたときは 4 月 10 日（土）コア・ホールで
抽選会を行ないます。
● 出店料 500 円  4 月 10 日（土）抽選、当選した方徴
収します。
● 場 所 は 後 日、 ベ イ タ ウ ン 自 治 会 連 合 会 HP（http://
baytown.ne.jp）に掲示します。

ベイタウン住民のみ出店できます
出店会場＝イベント広場（13）
・子どもルーム前通路（６）
・
（フードエリア）打瀬第 3 緑地（〜１６）
● 出店グループ名・代表者・出店内容・＜テント・食品＞
を記載して下さい。
● 電源は各自で用意下さい・・・公民館の電源はイベント
で使用します。
● 説明会・場所の抽選 ４月 18（日）午後１時 30 分か
ら コア講習室 出店料 2,000 円
● 缶ビールの出店も可（今年は本部の生ビールは販売しま
せん）
ベイタウンまつり全般の問い合わせは下記までお願いします
主催：第１３回ベイタウンまつり
実行委員長：遠山 孝行 211-0020（携帯 08010269474）
事務局：小畑 幸保 211-0935（携帯 09057962130）

ろな具が楽しめる小にぎりやタコライス、オ
ムハヤシなど、手作りの安全なメニューがそ
ろっている。お昼ごはんから食後のデザート
まで楽しめるので、昼時はいつも賑わってい
る。特に週末はパパと子供の組み合わせが多
く、「和 Cafe」ならママも安心して送り出し
ているようだ。店頭には常に 20 ～ 30 種類
の和菓子が並んでおり、季節感を取り入れた
見た目にも美しいたくさんの和菓子の中から
選ぶのはとても楽しい。今の季節だと、桜の
つぼみが毎日少しずつ開いていく様子をかた
どった生菓子などがあって、なんだか心にも
あがりだ。できたてのどら焼きを試食させて
春が訪れたようでうきうきした気分になって
頂いたが、逸品いや絶品であった。
しまう。
海浜公園への散歩の帰りに「和 Cafe」を
「和 Cafe」の和菓子は添加物、保存料など
初めて見かけて、明るくおしゃれな外観に和
は一切使用しないため日持ちがしない。その
菓子屋とは思わず、何のお店だろうと吸い込
分安全で新鮮なものを店頭に並べるようにし
まれるように入ってみたのを覚えている。
ているという。そのため残念ながらお客様か
「和 Cafe」は、八千代台で 3 代 50 年あま
り続く老舗の和菓子「大こくや」の息子さん、 ら要望の多いインターネット販売ができない
のだという。「毎日のように商品を入れ替え
清水隆男氏が始めた店。ベイタウン店が軌道
るのは大変じゃないですか？」という質問に
にのってから、中軽井沢にも和菓子屋を出店
し、現在はそちらの切り盛りで忙しくなっ 「だって新しいお菓子の方が美味しいですよ
ね！」との返事。何より安全を優先した手作
た。そのため現在、「和 Cafe」の和菓子作り
りと対面販売へのこだわりに感心した。
は、和菓子好きが高じて職人の道を歩むこと
こんなこだわりの店がベイタウンの住民に
になった椎名信夫さんが担当している。店内
いつまでも応援され続けて欲しいと、思いを
のカフェの方は清水氏の妹のゆかりさんがメ
強くした取材であった。【金】
ニューづくりから調理まで一手に担当してい
る。
店内で気軽にお抹茶が飲めたり、何故かお
しゃれなハワイアングッズが販売されていた
りと、いわゆる伝統的な和菓子屋とは一味違
う個性が光っている。
2 日かけたあんこの素
カフェごはんにも力を入れていて、いろい

記者が選ぶベイタウンの逸品 Vol.5

「和 Cafe」

場所：グランパティオス
公園東街 4 番館
営 業 時 間：10：00 〜
18：00（木曜定休）

「和 Cafe」のどら焼きは毎日お店で手作りされ
ている。実は日持ちのする商品なのだが、その日
のうちに売り切れるだけ焼くという考えで、30 ～
50 個しか焼かないそうだ。元々は週末だけ売り出
されていたが、お客様からの要望がだんだん多く
なり毎日店頭に並ぶようになった。

和菓子の材料は基本的にシンプルだが、
「和
Cafe」のどら焼きも、皮の材料は小麦粉、砂
糖、卵と水。そして 2 日間かけてじっくり
作られるあんこは北海道産の小豆に砂糖と水
と、特別なものは何も使われていないという。
つまり、余計なものをいっさい加えず、手間
隙かけて一つひとつ手作りで作られていると
いう表現の方がふさわしいだろう。
どら焼きの作り方を言葉にするといたって
簡単。まずは熱した銅板の上でホットケーキ
を焼くように皮を焼く。次にたっぷりのあん
こを皮ではさみシンプルなラッピングペー
パーで包むと、「和 Cafe」のどら焼きのでき

