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ダンスキッズ
演奏会に並ぶ聴衆
打瀬中学校吹奏
楽部の演奏
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実演教室

● 「ちびっこ将棋大

会」受賞者

ベイタウンに災害救助犬がやってきた
災害救助犬がやってきた、と言ってもベイ
タウンでマンションが崩壊するなどの事故が
あった訳ではない。これは毎年行われている
が、年々参加意識が薄れつつある番街ごとの
防災訓練に新風を吹き込もうと、ある番街が
始めた企画だ。
11 月７日の午前 11:00 頃。打瀬二丁目公
園で開かれた西の街（グランパティオス公園
西の街）の防災訓練には災害救助犬が登場し
た。あの１昨年前の中越大地震で土砂や瓦礫
に埋まった被災者をいち早く発見するなど、
近年の災害で活躍する救助犬たちだ。
200 人ほどの参加者が注目するなか、会
場には大人一人が十分に隠れられるほどの四
角形の箱のようなものが３個運び込まれた。
このなかのどれか一つに人間が隠れ、犬たち
にそのどれに隠れているかを見つけさせよう
という訓練だ。「どなたかこの中に・・・」。

日の丸をつけた赤い消防服のような制服を着
た隊員が参加者に声をかけるが、誰も手をあ
げない。もう一度声をかけようとすると小学
校高学年らしい男の子が元気に手をあげた。
自分で選んで３つの箱のうちのひとつに身を
隠すように言われ、男の子は一番端の箱に
入った。外からは全く見えない。この間救助
犬は見えないように他の方向を見させられて
いる。
やがて合図とともに１頭の救助犬がリード
から放たれ、箱を端からひとつずつ匂いを嗅
いで探して行く。シェパードのような大形の
犬だ。人が入っていればその生体反応で犬に
は箱の中に生きた人がいるかどうか分かるの
だそうだ。すこし嗅いではすぐに次の箱に移
り、結局男の子が隠れた３つ目の箱はすぐに
見つけられた。箱を見つけると犬は「ワン」
と吠えて隊員に知らせる。中から男の子が現

打瀬二丁目公園で行われた西の街防災訓練
左端に見えるのが災害救助犬のデモ用具

救助犬が人が入っている箱を見つけると、
吠えて合図する。

12 月のコア・イベント
12 月 18 日（土）わくわくお話し会

わくわくお話し会

12 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）

12 月 25 日（土）寺子屋工作ランド

「でんでん太鼓」

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）
今月はファツィオリの会はお休みです。ウィンターコンサートで
お楽しみください。
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 12 月 25 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。

れ、犬には小さなボールがご褒美に渡される。
このボールで遊んでもらいたくて犬は人のい
る箱を一生懸命に見つけるのだという。
「どなたか今度は大人の方に・・・」。子ど
もには負けていられないと今度は男性の方が
手をあげ、さっきとは別の箱に隠れる。別の
犬が同じように探索するが、これもすぐに見
つけられた。こんな風にして何人もが箱に入
るが、男性や女性、大人や子どもにかかわり
なくすぐに人の入った箱は見つけられる。失
敗は一度もなかった。
災害救助犬は全国に団体があるがその活動
はボランティアで、決して十分な予算がある
訳ではない。全国の被災地や海外で忙しく活
動するが、災害のないときにはこのようなデ
モンストレーションも行い、広報と募金活動
を行うのだそうだ。
災害救助犬のチームを番街の防災訓練に、
と企画したのは前に本紙でも紹介した西の街
の管理組合だ。西の街でも毎年防災訓練を
行っているが参加者の減少が目立ち、防災意
識の薄れが気になっていた。何かいい企画を
と悩んだ理事長が考えついたのが災害救助犬
のデモンストレーションだった。早速イン
ターネットで調べ、来てくれるチームを探し
当てたという。
この日の西の街の防災訓練では、災害救助
犬のデモに先だって打瀬消防分室による避難
訓練と応急処置方法の指導が行われ、更に午
後からは希望者 30 名が打瀬消防分室を見学
した。
番街の居住者の無関心に悩む管理組合理事
のみなさん。検討してみては？

恒例「第 13 回 年男年女撮影会」
今年も恒例の年男年女撮影会を開きます。来年の干支は「兎」
（ウ
サギ）です。兎年生まれの皆さん沢山集まってください。
この企画は翌年の干支の年男年女さんの集合写真を前年の 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。あなた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 11 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「兎」年の方

海浜打瀬小学校 創立 10 周年記念式典
海浜打瀬小学校が今年度、創立 10 周年を迎えました。ベイタウン内に 2 番目に創られた学校として、
これまで数多くの子どもたちが通い、卒業していきました。今も 904 名の子どもたちが元気に通って
います。このたび 10 周年記念式典が開催されることを知り、取材に行きました。 【城本】

11 月 17 日、小雨の降る中、海浜打瀬小
学校アリーナで創立 10 周年記念式典が開催
されました。式の前半は、校長先生やお客様
のあいさつが続きました。中でも印象的だっ
たのは、海浜打瀬小学校の校歌を作曲された
中山千秋先生の話。「声は命と同じです。一
人ひとりがみんな違う声だけれど、みんな大
切です」との言葉に、子どもたちの声を想像
しながら作曲された先生の思いを感じまし
た。休憩時間を挟み、式の後半は子どもたち
が主役です。1 年生から 6 年生まで、学年ご
とに様々なパフォーマンスで 10 周年を祝い
ました。
トップバッターは 1、2 年生。海浜打瀬小
学校の「お誕生日を祝う歌」を全員で歌いま
した。「人は誰でもお誕生日がある。同じよ
うに学校にもお誕生日がある。お誕生日って
いいよね、うれしいよね、海浜打瀬小学校
10 歳のお誕生日おめでとう！！」と歌う子
どもたちはみんな笑顔で、「学校が大好き！」

という気持ちがよく伝わってきました。
次は 6 年生。「誕生！ 海浜打瀬小学校」
というテーマで、学校がどのようにして誕生
するにいたったのかを説明していきました。
海が埋め立てられ、ベイタウンという街がで
き、海浜打瀬小学校が創られるまでの写真を
スライドで見せていきました。「打瀬」とい
う街の由来にもなっている打瀬船や、海浜打
瀬小学校校舎の建設途中の貴重な写真も公開
されました。
続いての登場は 3 年生。「校章の由来」を
説明しました。海浜の「K」と、打瀬の「U」
を図案化した校章には、「限りない知性」「豊
かな感性」「健康なたくましい体」という意
味が込められていることを説明しました。校
章の由来は少し複雑で難しいテーマでした
が、さすがは三年生。聞いている人が分かり
やすいように、丁寧にゆっくり話していまし
た。最後はリコーダーで校歌を演奏し、会場
を美しい音色で包みました。
続いて 5 年生。
「ふりかえる十年間」をテー
マに、海浜打瀬小学校ができてからの 10 年
間を説明していきました。創立当初の児童数
は 497 名。それが 3 年後には 700 名を超え、
5 年後には 1000 名近くになったことが分か
りました。急スピードでマンモス校になった
背景にはベイタウンのマンション建設があり
ます。正に街と共に発展してきた学校なので
すね。
最後は 4 年生。今年開催された千葉国体
開会式の式典前演技で披露したダンスを踊り
ました。青と白のストライプの衣装を着た 4

公民館講座参加者募集
打瀬公民館では次の３つの講座（教室）の参
加者を募集しています。

フラワーアレンジメント教室

年生が、アリーナいっぱいに広がり軽快な音
楽に合わせてステップを踏みました。歌詞の
中に「ドリーム」「夢」という言葉が何度も
出てくるので、「夢と希望」を掲げた海浜打
瀬小学校にとってぴったりの音楽です。全校
生徒の前で踊るというのは、国体とはまた
違った緊張感があったと思いますが、皆いき
いきと元気に踊っていました。
子どもたちの演技が終了すると、海浜打瀬
小学校には欠かせない「ちゃんちゃんコール」
がありました。904 名の子どもたちが一斉
にかけるコールは迫力満点です。最後はくす
玉が割られ、式典は無事終了しました。
「式典」ということだったので、正直もっ
と堅苦しいものなのかと思っていましたが、
予想に反してとてもにぎやかで、明るく楽し
いお祝いの会という雰囲気でした。今回の
10 周年記念式典は、「創立 10 周年記念事業
実行委員会」の皆さんを中心に準備が進めら
れてきました。実行委員は、校長先生、教頭
先生、保護者や街の方々等 24 名のメンバー
で構成されています。昨年の 10 月から定期
的に集まり、「子どもたちみんなが参加でき
る式典にしよう」という思いで計画を練って
きたそうです。実際、式典では子どもたちの
楽しそうな笑顔をたくさん見ることができま
した。創立記念を心から祝うというのは、自
分の通う学校を愛し、誇りに思えばこそ沸き
起こる感情です。小さな子どもたちにその思
いが既に根付いていることを知り、取材した
私も嬉しく思いました。
海浜打瀬小学校の皆さん、創立 10 周年お
めでとうございます！！
編集部注：先月号でお知らせした「バルーン
リリース」は記念式典当日が雨だったため、
11 月 24 日午後 1:00 から行われました。当
日は抜けるような青空。1000 個近くの風船
が高層マンションをバックに青空に吸い込ま
れる様は圧巻でした。

第 17 回ベイタウン音楽会
定員：１５名
費用：100 円
用意するもの：エプロン、三角巾、ふきん１
枚（記名を忘れずに）、手ふきのタオル、上
履き
申し込み：12 月２日から 費用を添えて直
接打瀬公民館まで
打瀬公民館：tel 296-5100

クリスマスのキャンドルアレンジ
日時：12 月 10 日（土） 午後 1:00 ～ 3:00
対象：女性
定員：１５名
費用：材料費 2,000 円
用意するもの：花切りばさみ、ペンチ、ぞう 文学講座
きん、持ち帰り用ビニール袋
「近代文学を彩った女流作家たち」
申し込み：12 月２日から 費用持参で当公 日時：1 月 27 日、２月３日、１０日の木曜
民館まで
日 午後 2:00 ～ 4:00
打瀬公民館：tel 296-5100
対象：成人
定員：３０名
費用：なし
子どもお菓子づくり教室
用意するもの：筆記用具
申し込み：1 月５日から 直接または電話で
「おにまんを作ろう」
日 時：12 月 11 日（ 金 ） 午 前 9:00 ～ 打瀬公民館まで
打瀬公民館：tel 296-5100
12:00
対象：小学４年生～６年生

ウィンターコンサート開催のお知らせ

今年も恒例となりました「ウィンターコン
サート」を開催します。ベイタウンの子ども
達から大人までピアノ演奏を中心に器楽・ベ
ル（オリジナル編曲）
「春夏秋冬」の演奏など、
多彩なプログラムでお送りいたします。クリ
スマス前のひととき華やかなコンサートでお
楽しみください。
日時：12 月 19 日 10:00 開場 10:30 開演
18:00 終演予定
会場：ベイタウン・コア 音楽ホール
主催：ベイタウン音楽愛好会
問い合せ：276-3878（大垣）
ymogaki@k4.dion.ne.jp

