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音楽＆ダンス、etc.

作品展示（アトリウム＆廊下）

11/21
（日）〜11/23
（火 )
寺子屋工作ランド / ベイタウン写真サークル
水彩画 コア水彩サークル / 絵手紙「スミレ会」
かな書道 「つくしの会」/ いけばな
「草以会」

フリーマーケット

（祝）
23
11/21（日）11/
10:00〜16:00
コア 中庭
（募集は終了）

コーヒーコーナー
焼き芋

11/21（日）11/23
（祝）
中庭ウッドデッキ
にて

音楽コンサート（ホール）

11/21（日）
10:00〜 ベイタウン音楽愛好会
12:00〜 ジュニアコーラス・
フェアリーズ
13:00〜 混声コーラス GAFU・
瀬音女声コーラス
13:30〜 ハワイの歌
14:00〜 打瀬ウクレレサークル
15:00〜 千葉ソロギターサークル

音楽＆ダンス、etc（ホール）

11/23（祝）
10:30〜 をどり組
11:00〜 太極拳サークル
12:10〜 打瀬中吹奏楽部
12:50〜 3B 体操
13:20〜 打瀬詩吟会
14:10〜 MIS Dolphins ( 幕張
インターナショナルスクール・チ
アダンスクラブ）
14:30〜 ダンスキッズ・レディ
ススケッチ

みんなで体験！ワークショップ

（将棋大会以外は事前予約は不要です）

11/21
（日） 10:00〜12:00
寺子屋工作ランド ＠中庭

11/23
（祝） 10:00〜12:00
絵手紙 体験教室 ＠アトリウム
＊年齢は不問 材料費 50 円
11/23
（祝） 10:00〜12:00
折り紙教室 ＠工芸室
11/23（祝） 13:00〜15:00
ちびっこ将棋大会（トーナメント）
＠工芸室 ＊小学生 （募集は終了）

コアフェスタ 変わりダネ企画

ン将棋名人の座を争います。上位入賞者には豪華賞品も。
将棋大会は 11/23（祝）13:00 ～ 15:00 コア工芸室です。

石焼き芋

打瀬中学校吹奏楽部演奏会

コア中庭の調理室付近では本格「石焼き芋」を
販売予定。炭火と庭石でじっくり焼いた石焼き
芋を超安値で販売します。販売本数に限りあり、
売り切れご免の企画です。コアの中庭で 21 日、
23 日の 2 日間です。

コーヒーコーナー
ベイタウンのコンサートではおなじみのコーヒーコーナーがフェス
タでもオープンします。今回は中庭ウッドデッキ部分にテーブルを
配置、ゆったりとコーヒーを楽しめます。21 日、23 日の 2 日間。

春のハーモニーフェスタ、夏のベイタウン夏祭りにも参加してい
ただいた打瀬中学校吹奏楽部がコアフェスタにも登場。千葉県吹
奏楽コンクール金賞
の演奏をお楽しみく
ださい。
演 奏 は 11/23（ 祝 ）
12:10 ～ コ ア 音 楽
ホールです。

フリーマーケット
春のベイタウンまつりでおなじみの「フリーマーケット」がなぜか
コアフェスタにも登場。少しでもたくさんの人にコアフェスタに来
てもらいたいからという主催者のアイデアでフリマの募集をしたと
ころ予定した 20 区画はすぐに一杯になりました。この様子では来
年もやることになるかも。
フリーマーケットは 20 店。コアの中庭で 21 日、23 日の 2 日間やっ
ています。

ちびっこ将棋大会
海浜打瀬小のわくわくキャンパスでおな
じみの将棋クラブがコアフェスタにも登
場、事前に応募した腕におぼえの小学生
15 人がトーナメント形式で初代ベイタウ

11 月のコア・イベント
11 月 20 日（土）わくわくお話し会

わくわくお話し会

11 月常設お話し会

時間：10：30 〜
場所：ベイタウン・コア 講習室（途中入場できます）

今月もわくわくするお話、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 **
お問い合せ先： 井上 （043-211-0188 wak2@yahoogroups.jp）
11 月 14 日（日）ファツィオリの会

第 89 回ファツィオリの会

時間：18:00 〜 20:00
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」を弾いたり、他の楽器演奏や声楽・
合唱などに使っていただくことができます。
どうぞお申し込みください。
今月は第 2 日曜日の夜間になります。
締切 11/9（火）043-211-0039（高井）
11 月 27 日（土）寺子屋工作ランド

「やじろべえ」

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：小刀、えんぴつ、セロテープ、その他工作道具
参加費：50 円（保険料）
育成委員会 パトロール予定
毎月第 4 土曜日の開催です。今月は 11 月 27 日（土）です。
どなたでも参加できます。男性に参加していただくと助かります。
4 ～ 9 月は午後 9:00 開始、10 ～ 3 月は午後 8:00 開始です。
場所は毎回打瀬小アリーナ前に集合です。

ベイタウンニュースより、お詫び、お願い、お知らせ
まずお詫びから。本紙先月号では記事中に大きな誤記があり、み
なさまにご迷惑をおかけしました。ひとつは「ウィンターコンサー
ト出演者募集」（音楽愛好会）記事で、連絡先の電話番号がまちがっ
ていました。今月号で改めて正しい内容で再度募集記事を掲載して
います。もうひとつは「防犯パトロール」（青少年育成委員会）の
お知らせで、10/23 実施のところを 10/30 実施とお伝えしてしま
いました。関係者と読者のみなさまにお詫びいたします。
つぎはお願いです。打瀬中学校横の新しい番街「アクアテラス」
の方から、アクアテラスにもベイタウンニュースを配ってほしいと
いうお願いの投書をいただきました。実はベイタウンニュースはこ
の番街にはまだ配布できていません。ベイタウンニュースは商業紙
やミニコミ紙のような冊子とは少し性格がちがい、読者のみなさん
と同じベイタウンの住民が一緒に作り、配っている新聞です。配布
は全番街のボランティアの方々約 70 人が毎月第一土曜日に集まり、
挟み込みをして配ってくださっています。ほとんどの番街には配布
にご協力いただけるボランティアの方がいらっしゃいますが、まだ
サポーターのいない番街もいくつかあり毎回の配布の大きな負担と
なっています。
ベイタウンニュースの配布会は毎月第一土曜日の午前 10:00 か
ら、ベイタウン・コアの講習室で行っています。小学生からシニア
の方々までいろんな世代の方が集まり楽しくおしゃべりしながら
やっているので、ぜひお手伝いをおねがいします。

ウインタ－コンサ－ト出場者募集
先月ベイタウンニュ－ス 10 月号の募集記事の連絡先に不備があ
りましたので、受付締切日を延長して 11 月 10 日までとさせてい
ただきます。
ピアノ、他の楽器、声楽、アンサンブル、合唱など、どしどしご
参加下さい。
日時：１２月１９日 ( 日 ) 時間未定
場所：ベイタウンコア音楽ホ－ル
締め切り日：11 月 10 日 ( 水 )
但し一杯になり次第締め切ります。
申込先：阿曽 Tel/Fax 211-0273
メ－ルアドレス kakuhito@mue.biglobe.ne.jp

「花どけい」からコンサートのご案内
フレンドリ〜コンサート Vol.2
合唱サークル「花どけい」の第２回コンサートです。
日時：12 月 5 日 （日） 14:00 〜 16:00
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
みなさまのおいでをお待ちしています。

海浜打瀬子どもルームを取材
子育て世代の女性にとって、仕事と子育ての両立は最大の悩み。保育園の待機児童は社会的な問題と
なっていますが、無事保育園に入所できても、次なる問題は子どもが小学校に入学した後。低学年のう
ちはまだ頼りなく、鍵を持たせて留守番させるのは心もとないものです。そんなお母さんたちをサポー
トしてくれるのが「子どもルーム」。就労等で昼間保護者がいない子どもたちを放課後預かる施設です。
ベイタウンには 3 か所ありますが、今回はその中の一つ「海浜打瀬子どもルーム」を取材しました。
【城本】

平日午後 3 時過ぎ。「ただいま〜」と、可
トなど子どもたちが喜びそうなおやつが用意
愛らしい一年生がランドセルを背負って次々
されていました。おやつの時間になると子ど
と子どもルームに入ってきました。「おかえ
もたちはグループ内で係分担を決め、テーブ
りなさい」と、数人の指導員たちが声をかけ
ルを運んだり食器を並べたりするそうです。
ます。机の前に座りランドセルから宿題を取
グループは異学年で構成され、夏休みのバス
り出す子、荷物を自分のロッカーに入れルー
遠足等行事の際はグループ単位で行動しま
ムの外で遊び出す子など様々です。机を囲ん
す。年上の 3，4 年生がリーダーとなり、1，
で何かに取り組んでいる女の子たちに近づい
2 年生たちの面倒をしっかり見るそうです。
てみると、真剣な表情で「毛糸のボンボン」 「遊びや普段の生活の中で異学年の子と交流
を作っていました。それは正に「第二の家庭」 し、ルールを学んでいけるのが子どもルーム
という雰囲気で、子どもたちは指導員を慕い、 のよいところです」と、指導員は言います。
皆のびのびと自由に過ごしていました。記者
子どもルームがベイタウンにできたのは今
を見つけると、たくさんの子どもたちが元気
から 12 年前。最初はお母さん達の自主運営
に挨拶をしてくれました。
だったそうですが、その後住民の強い希望が
現在、海浜打瀬子どもルームには約 90 名
実現し、千葉市が運営する「幕張ベイタウン
の子どもたちが入所しています。1 年〜 3 年
ルーム（現 海浜打瀬子どもルーム）」がコ
生 ま で は 各 学 年 20 〜 30 名、4 年 生 は 10
アに設置されました。その後、ベイタウン人
名弱。子どもルームの運営をしている千葉市
口の増加に伴い、打瀬子どもルーム、美浜打
によると、入所できるのは基本的に 1 年〜
瀬子どもルームが設置されました。当初はベ
3 年生とのことですが、空きがある場合は 4
イタウンと子どもルームの関係は密接で、街
年生以上も入所できるそうです。指導員は常
の人々の関心も多く注がれていました。しか
時 5 名。子どもたちが安全に楽しく過ごせ
し最近は、子どもルームに関心を寄せるのは
るよう見守っています。学校から帰ってきた
実際に子どもを預ける家庭ばかりで、街の中
子たちにはまず宿題をするよう声をかけます
での存在感が薄れつつあります。千葉市の一
が、家庭の方針で「宿題は家でする」という
施設である前に、住民とつながりの深い存在
子もいるので、強制はしないそうです。ただ
であってほしいと願います。
し、おやつの時間は午後 4 時と決まってい
今回取材をした海浜打瀬子どもルームで
て、このときだけは全員がテーブルに着きま
は、「近隣の方で、不要な本やおもちゃがあ
す。お菓子、ミニ菓子パン、アイスやヤクル

ペットのおしっこの後始末、どうしてますか？
私の住む番街の管理人さんから、「ペットの尿の被害で困っている」という話を聞いた。街を歩いて
いて、さすがに犬のフンを見かけることはまずないが、確かに、おしっこの後を見かけたことはある。
実態はどうなっているのだろうか？と取材してみた。【板東】

「壁や柱でしそうな素振りをしたら、リー
まず、実際に被害を受け、後片付けをして
ドで制します。土の上でした場合でも水を
いる掃除の方に話を聞いてみた。それによる
たっぷり撒くようにしています。お互い様な
と、「週に３回はある。場所は、プロムナー
ので、気を付けたいですね（写真 柴犬／オ
ドに面した柱や、壁など。植え込みの周辺で
ス）」
もある。特に、柱や壁にされると匂いがひど
「オスは公園でします。メスでどうしても
いので、水で洗い流して、消臭剤を撒くといっ
舗道に漏らしてしまうケースがありますが、
た手間がかかっている。飼っている人が自分
ペットボトルの水を撒きます（ミニチュア
達で後始末をして欲しい。」と大いに迷惑げ
ダックス／オス・メス）」と皆さんいたって
だ。マンションの住民としても、自分達の持
意識は高いようだ。
ち物を汚され、また、自分たちの経費（清掃
ただ、確かにペットボトル持参の飼い主の
代＝管理費）が余分な所で費やされるのは、
方は見かけるが、たいていは 500ml の小さ
迷惑な話だ。
一方、飼い主側の意識はどうなのだろう な物だし、おしっこの後に「チャチャッ」と
気持ち程度撒いている姿も一度ならず見たこ
か？さっそく街に出て、散歩中の愛犬家を捕
とがある。あれでは、とても臭いまでは洗い
まえて話を聞いてみた。
「うちのはメスですのでマーキングはしま 流すことはできないだろう。
ベストのマナーはどうなんだろうか？ ベ
せんし、元々舗道ではしません（豆芝／メス）」
「草の上でするようにしつけをしています イタウンで長くペット問題に取り組み、以前、
ベイタウンニュースでも取材させて頂いた、
（シェルティ／メス）」
「足を上げないようなしつけをしています。 『打瀬プーパースクーパーズ（現在は活動停
止中）』の石田さんによると、100 点の対応
万が一のために、お水も持ち歩いています（ミ
は「「ワンツー」などのコマンドで、指示し
ニチュアダックス／オス）」

れば、寄付していただけると助かります」と
のことです。
「かいけつゾロリ」シリーズの本、
「レゴ」など小学校低学年の子を対象とした
ものなら大歓迎だそうです。寄付してくださ
る方は、ルームに連絡をお願いします。
海浜打瀬子どもルーム 213-1355

写真上は男の子たちがルーム内で宿題をしてい
る様子。写真下は女の子たちのボンボンづくり。

た場所・時にしか排泄をさせない。場所は原
則自宅内」とのことだ。続いて、90 点は「排
泄は室内の犬用トイレのみ。外では愛犬に排
泄をさせない。」、80 点は「自宅でオシッコ
を済ませてから散歩に行く。マーキングはさ
せない」と続く。どうも、ベイタウンの愛犬
家のマナーは、まだ 100 点をもらうには不
十分なようだ。100 点 /90 点のように自宅
内で排泄をさせることができれば、ご近所へ
迷惑を掛けることがなくなるのはもちろん、
老犬になったときの介護も楽になるとのこと
だ。また、ペットボトルだけでなく、トイレ
シートを持ち歩き、してしまったおしっこを
吸い取り、その上で水（酢を加えると臭い消
し効果が高まるとのこと）を撒く、というこ
とを実行している飼い主もいる。
「犬のしつけは、犬の能力の問題ではなく、
飼い主の教える能力（先ずは意識？）の問
題」という話もあり
ます。意識の高いベ
イタウンの皆さんで
すから、より高いレ
ベルを目指してはい
かがでしょうか？
取材に協力してもら
った柴犬の「丸」君

このタバコの煙、どこから来るの？
最近ベイタウンのいろいろな人から「窓を開けるとタバコ臭い」「ベラン

ダに出ると何処からかタバコの煙が漂って来る」という話を聞いた。自分た
ちはタバコを喫わないのにすごく困っているという。このタバコの煙はどこ
から来ているのだろうか？

「受動喫煙」という言葉をご存じだろうか？これは、タバコを喫
う人が吐き出す煙や、タバコから直接出る煙をそばにいる人が吸い
込むことである。タバコの煙には発がん性物質が含まれており、長
年の研究でタバコを喫う人よりも受動喫煙者の方に病気への危険性
がより高いことが知られている。
タバコを堂々と喫えたのは今は昔の話。今や家の中では換気扇の
前やベランダで喫うのがあたりまえの時代。ベランダでタバコを喫
うお父さんたちを「ホタル族」というが、近ごろはこの「ホタル族」
の行為が社会問題化している。そもそも「ホタル族」はわが家の壁
がタバコのヤニで汚れるとか、家族の健康に悪いからとベランダに
追いやられた人たちだ。しかし、受動喫煙が社会的に大きく取り上
げられるようになった今、ベイタウンのようなマンション街では、
その行為がエゴでしかなくなる。なぜなら自分の家族の代わりにま
わりの住民がタバコの煙の匂いや飛んでくる灰の被害に悩まされる
ことになるからだ。
知り合いの 70 代のご夫婦は、冷房が大嫌いなのに、涼しくなっ
ても近所の「ホタル族」のせいで窓を開けられず、窓を閉め切って
泣く泣く冷房を入れてしのいでいたという。また、ある妊娠中の女
性は、リタイアした隣のご主人が 1 時間おきにベランダでタバコ
喫うので精神的にもまいっていると訴えていた。換気扇の前で喫う
行為も同じ問題を抱えている。排気口の近くの住民が被害を受ける
ことになるからだ。
結局、受動喫煙を防ぐ方法はタバコを喫わない、喫わせないしか
方法はない。家族には禁煙をすすめ、「ホタル族」からの被害に関
しては下記のことを実践してみてはどうだろうか。
・ 消防・防災上の理由で大多数のマンションのベランダは共有部分
になっている。マンションの共有部分であるエントランス、廊下
（通路）、エレベーターホールなどが禁煙なのであればベランダも
同様に規制できるはず。もしベランダを禁煙にする規約がなけれ
ば規約をつくれば良い。規約改正や細則設定は特段難しいもので
はない。もし現在の管理組合に知り合いがいればお願いすれば良
い。

ジュニアコーラス・フェアリーズ ６th Concert

・賃貸の場合も、意外と共有部分での喫煙を禁止しているマンション
は多いというから、ぜひ管理会社に確認してみることをおすすめす
る。
タバコに関連する情報を調べてみると、日本たばこ産業（JT）が 8
月に発表した調査では、男性の喫煙率は 36.6％、女性は 12.1％。こ
こ 20 年、女性の喫煙率はほぼ横ばいだが、男性の喫煙率はぐっと下
がってきている。現代の社会は、タバコを喫う人にとってどんどん肩
身の狭い環境に変わりつつあるようだ。
今年 2 月、これまで分煙も認めていた厚生労働省は、受動喫煙防
止のため多数の人が利用する公共的な空間については原則として全面
禁煙にするよう求める通知を全国の自治体に向けて出した。これを受
け神奈川県は 4 月から公共的施設内の喫煙を規制する罰則付き条例
を施行した。8 月には国立がん研究センターが受動喫煙による病死者
が年間 6,800 人にのぼると発表し、この 10 月にはタバコ税の増税に
伴い、ほとんどの銘柄が 1 箱 110 〜 140 円の値上げとなった。
それでも喫煙者の中には、タバコを喫うことで間接的な納税につな
がり、結果的に社会に貢献していると言う人がいる。ところがこのよ
うな意見に対して手厳しい研究者の意見がある。「タバコを喫う人は
吸わない人よりも発病率が高く、納税した金額よりもはるかに多くの
社会福祉資金を使っている」というのがそれだ。
いつの時代か、国や社会がタバコを法律で禁止する日が来るのだろ
うか？

バルーンリリース ～子どもたちの夢が叶いますように～

日時：11 月 28 日（日） 開場 14:30 開演 15:00
会場：ベイタウンコア音楽ホール 入場無料
曲目：リフレイン／風は今／おしゃれな気分できれいに歩こう
オペラ「夕鶴」より／ミュージカル「サウンド・オブ・ミュー
ジック」より、他
客員指揮：相澤直人／指揮：森本真由美
ピアノ：臼田圭介／パーカッション：渡部聡司

海浜打瀬小 創立１０周年記念企画
海浜打瀬小学校は、今月、創立 10 周年記念行事を行います。その
中のひとつとして、こどもたちの夢が叶うよう願いをこめて風船を飛
ばすイベントを予定しています。将来なりたい自分を意識することに
よって、もっともっと自分を好きになってほしい。夢に向かってがん
ばろうと思うきっかけになってほしい。このイベントにはそのような
思いがこめられています。

ベイタウンを拠点に活動しているフェアリーズのメンバーは幼稚園
児から高校生まで 90 人。「透明感のある美しい澄んだ歌声、躍動感
あふれる音楽」を目標に、いつも元気ににぎやかに練習しています。
数々のコンクールで入賞をはたし、ジュニア全国大会出場にも２度
出場したほか、オペラ、ミュージカル、ＣＭレコーディングまで幅広
く活躍しています。今年は特に、千葉県合唱アンサンブルコンテスト
での金賞・朝日新聞社賞受賞、米ヒューストンでの親善コンサート開
催、国内外のアーティストとの共演など、フェアリーズにとって実り
多い年でした。
希望あふれる歌声と笑顔がいっぱいのコンサートです。ぜひ私たち
の歌声をお聴きください !! 皆様のご来場をお待ちしております。

実施日時：11 月 17 日（水） 式典終了後 12 時頃
合は 11 月 20 日（土）
場所：海浜打瀬小学校 校庭
企画内容：
海浜打瀬小学校の全児童が、エコ
風船（自然環境で分解可）を空に放
ちます。将来の夢と氏名が書かれた
メッセージカードは添付しません。
近隣の皆様にご迷惑がかからないこ
とを切に願っておりますが、ご理解
とご協力を心よりお願い申し上げま
す。
海浜打瀬小学校 創立 10 周年記念
事業実行委員会

フェアリーズ HP：http://jc-fairies.net/
団員募集中！ 入団・コンサート問合せ先：275-6968（宮川）

＊雨天の場

