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例年より参加者は少ないというが、それでもコアの中庭に
はこれだけの人が集まった。やっぱり「新春もちつき大会」
はベイタウンのお正月の風物詩。

大臼物語その後（お詫びと訂正を兼ねて）
先月号に育成委員会主催の新年餅つき大会で使われる大臼についての記事を掲載しましたが、
この臼の由来について大きな間違いがあったので訂正します。
臼の提供先として前打瀬小勤務の佐々木先生のご実家からいただいたものと伝えましたが、
その後この臼は５番街在住の法月さんのご実家からいただいたものとの指摘が育成委員会から
ありました。臼を提供いただいた法月さんおよび育成委員会他関係者の方々には失礼いたしま
した。ここに訂正とお詫びをいたします。
それでは、最初に出て来た佐々木先生提供の臼はどうなったのか、という疑問を持つ方も多
いと思います。実は佐々木先生の臼というのも育成委員会では所蔵しており、こちらの臼も新
しく登場した臼同様ひび割れがあって現在養生中です。つまり育成委員会が恒例新年もちつき
大会用にいただいた臼の中には２つのひび割れ臼があり、そのうちのひとつを先月紹介した小
畑さんが修理し、今年のも
ちつきに使ったということ
になります。
法月さん提供の大臼は、焼
津のご実家で保管していたも
のを育成委員会の役員２人が
車で取りに伺って運んできた
ともに新人の美浜打瀬小の安部謙吾先生と海浜打
瀬小の佐藤心平先生。
「餅つきは、小学校以来やっ
たことがなく楽しみにしていました。それにして
も、こんな大規模な餅つきは見たことがなく頑張
るぞーという気持ちです」

とのこと。これからも永くベ
イタウンのもちつき大会で
活躍するでしょう。

子どもたちに人気の佐々木先生提供の
臼。今回はまだ修理が終わっていない
ので使われなかった。

法月さんが提供し小畑さんが修理し
た臼は今回が初めての使用。

ベイタウンシニアクラブが解散の危機！

資金の確保等の会運営のノウハウ、色々な団
体との人脈など、組織としての得難い財産が
いったん消えてしまい、再び同様の組織を立
ベイタウンの高齢者に交流の場を提供してきた「ベイタウンシニアクラブ」。10 年を超える
ち上げようとすると、相当な苦労が予想され
活動を続けてきたが、現在解散の危機に直面していると聞いた。高齢者の一歩手前まで来てい
る。砂原さんを始め、役員等経験者の方々は
る記者としてもこれは一大事件。早速会長の砂原さんにお話を聞かせて頂いた。【板東】
情報提供等協力は頂けるとおっしゃっている
ものはぜひ存続したいと思っているが、会長 が、やはり「個人」のレベルであり、失われ
『ベイタウンシニアクラブ』は、半年以上
職を筆頭に役員のなり手がなく、解散の決断 るものは大きい。
の設立準備期間を経て、2000 年 5 月 20 日
最終的には 4 月の総会で正式解散される
をするに至った。このような後継者問題は、
に設立総会を開催し、活動を開始した（発足
ことになるので、残された時間は僅かだが、
ベイタウンに限った話ではなく、全国的な傾
時会員数 82 名）。以来、定期刊行物『オア
向でもあり、ピークだった 12 年前に比べて、 今ならばまだ引き受け手（先ずは、4 ～ 5 名
シス通信』の発行（隔月刊で 65 号で最終版
クラブ数で約 1 万 5 千、会員数で約 150 万 の役員候補）さえ現れれば、「継承」の余地
となる）、ふれあいの場としてのオアシス談
人減っている（2010/9/29 付朝日新聞朝刊 はあると言う。『ベイタウンシニアクラブ』
話室の開催、旅行・研修・芋煮会などのイベ
より）。大きな要因は、いわゆる『団塊の世 の存続の危機を救う救世主は現れないものだ
ント実施、クリーンデイ・福祉施設慰問など
代』の 60 代の意識の変化にあり、このよう ろうか？
のボランティア活動、ベイタウン祭でおなじ
なクラブで中心的に活動することが期待され
みのやきそば屋出店、社協打瀬地区部会と敬
る「若手」がクラブに加入してくれなくなっ
老会や食事会の開催など、幅広い活動を展開
ているという。
し、2010 年 5 月 20 日には発足 10 周年を
ベイタウンシニアクラブでは、住民であれ
迎え、会員数は 230 名を数えるに至ってい
ば他に年齢等の資格は設けておらず、60 才
る。そんな、会員にとってはなくてはならな
以下でも加入可能で、実際に 40 代の会員も
い交流の場となっているクラブが、2011 年
いるそうだが、逆に 40 代・50 代はまだ仕
4 月開催予定の定期総会で解散しようとして
事を持っており、クラブの役員という負担ま
いる（すでに、昨年 12 月開催の臨時総会に
では負い切れない。砂原さんによると、「ベ
て議決済み）。
イタウンに住む方は生活環境に満足されてお
発足以来、会長を 10 年以上続けてきた８
り、ボランティア活動への参加意識が低く、
番街在住の砂原正行さんは、下記の 3 点を
専門知識や改革能力のポテンシャルが高い方
退任・解散の理由に挙げられた。①会則で
が沢山居られるにも関わらず、行動を起こす
は役員の任期は 1 期 2 年であり、せいぜい
方が少ない。ゆとりある個人生活を尊重した
2 期 4 年を限度と考えていたが、後継者のな
いとの意識が高いのではないかと思われま
いままに 11 年続けてきた。また、他役員の
す」とのことだった。
半数も 7 ～ 10 年留任の上、他の団体の役員
しかし、10 年も続けてきた活動の火を消
も兼務している。②ご自身も 80 才になり、
してしまって、本当に良いのだろうか？一番
健康面でも不安が出ている。③社協打瀬地区
残念に思われているのは、他でもない砂原さ
部会ができ、同じような活動ができるように
ん自身ではないか。自治体等との折衝や活動
なってきた。砂原さんとしても、クラブその

第 4 回親と子の音楽レストラン

須関裕子のピアノ物語

名曲小品をお召しませ

日時：2011 年 2 月 20 日（日）開場 13:30 開演 14:00
場所：ベイタウン ･ コア 音楽ホール
主催：幕張ベイタウン・コア 音楽文化振興基金
中学生以下：500 円 一般：1,000 円（全席自由）
チケット販売：
きらら (CPW)、ギャラリーキキ（17 番街）、ジャイネパール（5 番街）
お問い合せ：043-211-6853（松村）
誰もがどこかで聞いたことが
ある名曲小品の数々を、ピア
ニストの須関裕子さんが楽し
く解説しながら演奏します。
ピアノを弾く人にもピアノを
聴く人にもたっぷり楽しめる
「ピアノ物語」をどうぞ！

プログラム
メンデルスゾーン：「春の歌」
ドビュッシー：「ラ・カンパネラ」
モーツアルト：「トルコ行進曲」
ショパン：「幻想即興曲」
ショパン：「英雄ポロネーズ」ほか

第 1 回千葉ギター音楽祭

～独奏・重奏・合奏・室内楽・協奏曲～
日時：2 月 13 日（日） 開場 10：00、開演 10：15
会場：幕張ベイタウン・コア 音楽ホール 無料
出演：藤元高輝、岡本拓也、小暮浩史、門馬由哉、小林透、上原淳（以
上ギター）、他。
ピアノ、ヴァイオリン、フルート、オーボエ、ソプラノその他。
主な曲目：アランフェス協奏曲、グランソロ、アルハンブラの想い出、
禁じられた遊び、他。
お問合せ：080-3470-3663 okochan_2002@hotmail.com（上原）
天才の呼び声も高いスーパー高校生・藤元高輝と、千葉のホープ岡本
拓也の夢の共演が初めて実現！。ギターのソロ、重奏、合奏の他、他
楽器との室内楽も多数演奏。ギターで良く弾かれるアルベニスのピア
ノ曲やバッハの無伴奏ヴァイオリン曲をオリジナル楽器で演奏。ギ
ターのあらゆる魅力を総合的に披露する新しいギター音楽祭の誕生で
す。
幕張インターナショナルスクールによるバザーの開催

場所：幕張インターナショナルスクール
〒 261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉 3 − 2 − 9
問い合わせ：043-296-0277
開催日時：平成 23 年 3 月 5 日（土）
午前 10 時 〜 午後 2 時
催しもの： 食べ物（ケーキやお菓子などもあります）・飲み物・花
や植物・古着・古本・手工芸品の販売・ポニー乗り・いろいろな楽し
いゲーム・くじ引き・フェイスペイントなど
入場料：無料 （ただし、飲食物、ゲームなどは有料となります。）

郵便ポストはどこにあるの？
頻繁に利用することはないけれど、ないと困るのが郵便ポスト。い
ざ手紙や書類を出そうという時に「ポストが近所にない」というのは
案外不便なものです。今回はベイタウン内に設置されているポストに
ついて調べてみました。【城本】
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のポストも同じですが、五番街前のポストは他に比べて長年使用
いは高層マンションが多く立ち並ぶ街区です。人口の比率から考
されている形跡があり、 ベイタウンの歴史を感じさせてくれま
えて、当該地区に一本もないというのは疑問を感じます。
す。
SH2街区
児童公園
今の時代、食料品、宅急便、クリーニング等の様々な自宅引取
ポストの管理は、2007 年の郵政民営・分社化によって誕生し
り・受渡しサービスを受けることができます。場合によっては自
た郵便事業株式会社が行っており、設置基準や集配時間等は社の
宅から一歩も出ずに日常生活を送ることが可能です。ただし、郵
各支店が定めています。ベイタウンのポストを管理している美浜
便物を出す場合はポストか郵便局まで自ら出向くしかありませ
支店に確認したところ、設置基準は一般に公表していないとのこ
ん。歩くのが面倒というならまだしも、諸事情のため長距離の移
とでしたが、人通りの多いところや利用者の多い公共施設の近く
動が困難な方にとっては、ポストの設置場所は大きな問題ではな
などには設置することになっているそうです。実際、ベイタウン
いでしょうか。今回取材をするにあたって、ベイタウン内の全て
で最も賑わうプロムナードやバレンタイン通り沿いにはポストが
のポストを回ってみましたが、地図で見る以上にポストが集中し
設置されています。しかし、設置されていない花見川や京葉線沿
ている街区と、1 本も設置されていない街区があるという印象を
受けました。ポストの設置基準は郵政事業株式会社が決めている
2 月 19 日（土）わくわくお話し会 2 月の常設お話し会
といっても、「街の声」は必要だと思います。年賀状の時期は終
2 月の常設 お話し会
わり、今のところあまりポストに用事はないという方も、一度こ
時間：10:30 〜
の問題についてじっくり考えてみませんか？
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）

※ 打瀬中前のポストは平日、休日共に 1 日 2 回の集配。

2 月 26 日（土）寺子屋工作ランド

内容はコアのアトリウムに掲示しています。
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、タオル
参加費：50 円（保険料）
郵便局前の
2 月 27 日（日）ファツィオリの会

ポスト

第 91 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

「ファツオリの会」は音響の整ったホールでフルコンサートグラン
ドピアノ「ファツオリ」の音色を楽しむ会です。月に１度参加者を
募って開催しており、ピアノ以外の楽器や声楽での参加も大歓迎で
す。ご希望で非公開にもできますので、どうぞお気軽にお申し込み
下さい。尚定員になり次第、締め切らせて頂きます。
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：2 月 19 日（土）
連絡先：TEL/FAX : 213-1747（青木）
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前のポストは他に比
べて少し古く形も違
う。恐らくベイタウ
ンで最も古くからあ
るポスト。

ジイジと遊ぼう @ 美浜打瀬小
毎年 12 月から 1 月にかけて、ベイタウンの３小学校では「むかし遊び」と題した授業が行
われている。地域のシニア世代が中心になり、孫のような小学校 1 年生を対象に自分たちが
子どもの頃遊んだ「ゴム跳び」や「コマ回し」などを教え一緒に遊ぶ授業だ。今年も 1 月 21
日（金）、美浜打瀬小学校でむかし遊びの授業が行われたので取材に伺った。【松村】
この日美浜打瀬小に集まったシニアは 30
人以上。福祉協議会の打瀬地区部会が声を
かけ集まったボランティアのメンバーだ。
朝 9:30 に 多 目 的 室 に 集 ま り、10:00 か ら
11:30 の 1 時間半の間２、３人ずつのグルー
プになって受け持ちの遊びを楽しんだ。
用意された遊びは「コマ回し」「紙飛行機」
「竹とんぼ、ブンブンごま」「けん玉「たけ馬」
「お手玉」「おはじき」「あやとり」「折り紙」
「ゴムとび」「羽根つき」「いろはかるた」の
13 種類。1 年生児童約 150 人がこちらも十
数人のグループになり、時間内に交代で２種
類の遊びを体験した。
校長の豊田先生によると、授業は１年生の
場合「生活科」という枠で行われているとの
こと。生活科は小学校１、２年の間つづけら
れ、３年生以上は「総合的な学習」の授業へ
と発展しているそうだ。
「けん玉」や「かるた」などはシニア世代
なら誰でも子どもの頃には１度はやったこと
のある遊びだが、ゲーム機が溢れ、また路地
など遊べる場所もなくなった子ども達にはこ
れらの遊びは新鮮だ。身体をうごかし遊びな
がらも集中力を鍛え、友達と協調することも
できる。シニア世代からも地域の教育に貢献

し孫のような子ども達から元気をもらえると
好評だ。

