
1

第17号 (1998年10月1日 )発行

ベイタウンこむこむ

コミュニティ誌編集局

県企業庁と市、コミュニティコアで具体協議に

―焦点は、施設の維持・管理をどちらで？
 平成 13 年度を第１期の完成目標に掲げながら、いっこ
うに確かな見通しの開けない「コミュニティコア建設計
画」で、千葉県企業庁と千葉市とが施設の所有・管理のあ
り方をめぐる具体的な協議に入ったことが明らかになっ
た。県企業庁幕張新都心建設課によると、この８月、
A. 県企業庁が施設を建設して図書館分館と公民館の部分

を市に賃貸する

B. 県企業庁が施設を建設して全体を市に無償譲渡する

との２案（図参照）を、市に示したという。市では「住民
にとって、市にとって、なにがベストかをよく見極めたう
えで結論を出したい」（企画調整局政策調整課）との構え
だ。
 協議の焦点は、施設の維持・管理費を県企業庁と市のど
ちらが負担するか、という点。Ａ案では、県企業庁が施設
を建設して、管理は外郭団体など第三者に委託する。維
持・管理費は県企業庁で負担する形だ。これに対してＢ案
では、施設全体を市に無償譲渡するので維持・管理費は市
が負担することになる。
 県企業庁で想定しているのはＢ案。「公共施設なのだか
ら、本来の施設管理者である市に移管するのがスジ。それ
に、いまの財政状況を考えると赤字経営はとうてい許され
ない」（幕張新都心建設課）。Ａ案では賃料収入は見込める
ものの、「公共施設なので、例えばパティオスの店舗部分
の賃料相場より安くせざるを得ない」（同）。収支計画は明

らかではないが、こうした事情もあって、維持・管理まで
の負担は避けたいとの意向だ。
 ところがＢ案の場合、市は図書館分館と公民館に加え
て、「＋α部分」として組み込まれた多目的ルームやロ
ビーなどの部分まで維持・管理を求められる。いきおい、
将来にわたる市の財政負担はかさむ。もともと、Ａ案に当
たる賃貸借方式で整備する方向で合意していた経緯がある
だけに、市側が今回の提案を「県企業庁の変節」と受け止
めたとしても無理はない。
 ここで浮き彫りになるのは、県企業庁から市への公共施
設の移管をめぐる問題。県企業庁幕張新都心建設課による
と、道路や公園などの公共施設は管理者の市に無償譲渡す
るのが原則。この４月には、小学校脇と中学校脇と４番街
前の合計３カ所の公園・緑地を移管した。ただ、廃棄物空
気輸送プラントのように協議中のものも残っており、「立
派なものをつくったはいいが、管理の担い手がいない」と
の状況もみられる。コミュニティコア建設をめぐってはこ
うした問題が事前に表面化した。
 コミュニティコア建設計画は、５番街、10番街、11 番
街、12番街の４つの街区に囲まれた敷地約１ha の一部に、
県企業庁が建設主体となってコミュニティ活動の拠点とな
る施設を整備するもの。県企業庁では第１期として、市の
図書館分館・公民館、特定郵便局などを平成 13 年度まで
に整備する方針を打ち出している。市では平成 12 年度ま
でを計画年度とする「５カ年計画」の中で、図書館分館と
公民館を平成 11年度までに整備する方針を掲げていたが、
財政状況の悪化を理由に平成 13 年度までに２年先送りす
る考えを明らかにしていた。 （茂木）

施設名 図書館 公民館 郵便局 +α部分

Ａ案 公民館、図書館部分を市に賃貸する

公民館 図書館 郵便局 +α部分

Ｂ案 コア施設全てを市に譲渡する

運営 千葉市 郵政省 住民・市・
財団等

千葉市 郵政省 住民・市

建物所有 企業庁 千葉市

施設管理 財団等 千葉市

 昨年７月発行のベイタウンニュース第２号に「あなたのアイデアをコア建設に」のタイトルで、この地域の住
民のアイデアを生かしたコミュニティコア建設への期待と熱気にあふれた文章が載っています。あれから１年

余、どこからともなく「建設先送り」とのうわさ。うわさの真相を、自身がコミュニティコア研究会の活動に加

わっていた茂木編集局員が取材しました。

ＡかＢか、それが問題？
（県企業庁資料）

賃貸 賃貸

委託

賃貸
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10 月 25 日に稲毛海

浜公園を中心に美浜区民フェス
ティバルが開催されます。皆さん

ふるってご参加ください。詳細は各番街の掲示板
で。

11 月 23 日千葉国際駅伝大会が開かれます。

当日ベイタウン周辺での交通規制については各番街
の掲示板をご覧ください。
◆ベイタウン内に早期に運動公園ができるよう千葉
市ならびに県企業庁に対し、正式に要望することに

し ま し
た。

こむこむコーナー /ベイタウン自治会連合会からのお知ら

ラジオ体操と「ごほうび」のハナシ

 ４年前の８月に 30 人で始めたパティオスのラジオ体操会、今年
は 250 人を超えました。
 振り返ってみると、ちば興銀の４番街エントランス前でラジオが
鳴り出した日から始まって、２年目からは打瀬小学校の校庭に会場
を移し、さらにはその年マリンスタジアムで開かれた「全国ラジオ
体操会中央大会」にも「パティオス・ラジオ体操会」として参加す
ることができました。また年を重ねるごとに大人の方々の参加も増
え、通勤途中で第一体操だけに参加される方、ジョギングの途中で
足を止められる方などの姿が見られるようになっています。
 手作りのラジオ体操会ということで PR のポスターを各番街の掲
示板だけでなく、商店街のショーウインドーにも掲示していただく
など、たくさんの方々のご協力をいただきました。個人で主催して
いたこの会も、軌道に乗ったら組織の力で運営すべきかと思い、今
年からはこむこむ（自治会連合会）と打瀬中学校区青少年育成委員
会のご協力をいただくことになりました。
 幕張ベイタウンの紹介の中にも「夏の風物詩」として取り上げら
れておりますが、この体操会が子供だけでなくもっとたくさんの大
人の方々に参加していただき、朝の清々しい空気を胸いっぱいに吸
い、思いきり身体を動かし、健康づくりに、親子のコミュニケー
ションづくりに、一日の初めのセレモニーにしていただければいい
なと思っています。
 さて、ここで「ごほうび」のこと。来年から体操会の会場ではご
ほうびを出さないことにしたいと考えています。最終日にごほうび
の品物を配っていますが、初年度はちば興銀とNTT の田村さん（４

 番街）からごほうびを提供していただきました。２年目からは、京
葉銀行と幕張ベイタウン商店会に、また今年からは千葉銀行にもご
協力いただきました。本当にありがとうございます。 しかし、不
況の嵐の吹き荒れている今、このような形でおねだりをすることは
どうでしょうか。また、もらった品物を大事そうに抱えて帰ってい
く子供の姿を見るのはうれしいのですが、いっぽうで「物余りの時
代」に、自分の好きでない品物だとポイッと捨てるようではごほう
びの意味もなくなりそうです。
 その代わりと言うのではありませんが、ご家庭で毎日頑張ったお
子さんに「ごほうび」をあげてください。それはお父さんお母さん
が褒めてあげることでも、またはお父さんと一緒に体操に参加する
ことでもいいかもしれません。どこの町のラジオ体操会でも当たり
前のように品物が配られますが、この打瀬の街らしい「ごほうび」
をと考えます。ご意見がありましたらお聞かせください。
            4 番街 205 号 鎌田（T/ Ｆ 211-0459）

こむ   
こむ 交通委員会から

◆９月 16日に企業庁と連絡会を持ちました。
小学校の横断歩道の増設は小学校・企業庁・千葉西警察
３者立ち会いのもと現地確認が行われ、まもなく施工さ
れる予定です。
◆企業庁駐車場から不法投棄車両の締め出しが行われま
す。それに合わせて企業庁駐車場を一時的に閉鎖します
ので皆さんのご理解をお願いいたします。
その後、企業庁駐車場は時間管理されますので、その旨
ご承知おきください。

防災委員会から
◆ベイタウン全体の防災活動のために防災委員会が設置
されました。今後防災マニュアルの作成等積極的な活動
を行います。
◆ダイアル「171」をご存じですか。災害時のNTT 伝言
ダイヤルです。被災地に対し電話が通じないとき、最初
に「171」を回してから相手先の電話番号を回すと、伝
言が聞ける仕組みになっています。いざというときのた
めにご利用ください。             （田
村）
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気楽にホームパー

ティー

ブラジル･米国のもてなしの文化
5 番街 法月 澄子

 今、立っている足下の地面を真っ
直ぐ掘り進んで行くと、地球の裏側
南米アルゼンチンの首都ブエノスア
イレスの沖合い数百キロあたりに出
るらしい。
 今から十数年前、私は、父のブラ
ジル赴任に伴って、一年間、ビトリ
アというリオデジャネイロから北東
へ五百キロの小さな町に住んだ。
ヴァリグブラジル航空でリオまでロ
スとリマを経由して 27時間。そこか
ら国内線でさらに五十分。まさに地
球の真裏に来たら、すべて日本と正
反対だった。真冬の日本から着くと、
灼熱の真夏。昼夜正反対。朝顔の蔓
の巻く方向も逆。生活してみても当
時、十九才だった私のそれまでの価
値観を根底からひっくり返される事
ばかりだった。
 ブラジル人は、ともかく楽天家。
貧しい人も富める人も人生を楽しん
でいる。月曜から金曜まで天気が雨
でなかったら仕事に行って金曜の夜
はフェスタ（パーティ）である。人
口の 90% はクリスチャンであるか
ら、誕生日は盛大に祝う。二十人招
待すると、その二倍か三倍の人が来

る。友達の友達とか恋人とかまでみ
んなくっついて来るのである。私も
何回かそのようなフェスタを経験し
たが、内容はいつも同じで、ドッセ
という砂糖菓子とケーキを食べて、
おしゃべりをして、最後はサンバを
かけて会場がディスコになる。だか
ら、金曜の夜は、近所のどこかの家
からサンバが聞こえてくる。
 一方、父が駐在員という立場上、
ともかくお客が多く、人の集まるこ
とが多かった。出張者に昼食を出す。
駐在員同志で集まり、飲みながら、
ブラジル人の鷹揚さにグチをこぼす。

父の仕事はブラジル、イタリア、日
本の合弁事業だったので、他国人を
招待しては、交流を深める。海外に
於いては、ともかく、現地の生活や
人々に馴染む為に、ホームパーティ
は不可欠だったと思う。
十年後、今度は夫の赴任についてア
メリカ、ロサンゼルスに六年間住ん
だ。今度は、子供二人中心の生活
だったが、やはり、パーティは多

かった。子供の誕生日パーティ向け
には、様々なパーティ屋があった。
出張手品師、ローラースケート、
ボーリング、クッキング、ジムなど
などである。我が家でも、年に二回
そのようなパーティ屋にお世話に
なったものだ。
 また、夫の仕事関係や友人同士の
パーティも多かった。男性はジャ
ケットを着けなければならない
フォーマルなものから、親しい間柄
のカジュアルなものまで色々あった。
学校の PTA の集まりや友人同士の集
まりは、大抵ポットラック（一品持
ち寄り）形式のものだった。肉料理、
サラダ、ごはんもの、デザートの内、
あらかじめ一品にサインして（料理
が片寄らぬよう）持ち寄るのである。
これは、ホストの負担を軽くし、お
いしいものをたくさんいただき、作
り方も教わって、まさに、一石二鳥。
これによって、私のお料理のレパー
トリーがどれだけ増えたか知れない。
 肩の凝るもの、話題についていけ
なくて困ったものなど色々あるけど、
家庭でもてなされるホームパーティ
が一番心に残っている。そして、今
でもそのうちの何家族かとの交流が
続いている。
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 "図書ボランティア大活躍"／打瀬小の本棚が変わりました／
 打瀬小学校は、学習棟が低・中・高学年に別れているため図書コーナーも分散型になっています。各学
年棟の図書コーナーにある約4,900冊（このうち、約450冊は昨年の図書ボランティアの皆様のお骨折り
で地域の方々からご寄付いただいた分です。）の本を保護者の皆様のボランティアによって以下のような
類別に分類整理していただきました。この仕事は、夏休みに入ってから始め、９月中旬までかかってやっ
と終了しました。「子供たちが使いやすいように一生懸命仕事をしました。喜ぶ顔を見ると張り合いがあ
ります。」とはボランティアに参加したお母さんの言葉。
 ９月中旬までのべ40人余りのボランティアの方々によってドリームランド（特別教室棟の図書室）に
は、０類（総記）・１類（心等）・８類（言葉）・９類（文学）、１・２年オープンスペースには９類（絵本
等）、３年オープンスペースには４類（動物・昆虫・植物）、４年オープンスペースには４類（算数・星・

天気等）・５類（技術・家庭）・７類（工作・ゲーム・音楽等）、
５・６年オープンスペースには２類（歴史・地理・地図・伝記
等）・３類（社会）・６類（産業）を配置しました。
 学校中の本が移動したことは「ドリームランドだより」で全
校児童に周知。本校のように子供の調べ学習に力を入れている
学校では、図書の役割は重要です。その意味で、学校中の本が
分類整理されていて、検索しやすくなっていることは子供の主
体的な学習態度の形成に大きな効果が期待できます。
 ちなみに、４年生の子供たちは「うたせ学習」で動物や植物
のことを詳しく調べるために３年生のワークスペースにある４
類の本を山のように抱えてきました。調べる観点が明らかなと
きは、類別分類は便利だ、ということを実感できた一時でし
た。

ヒマワリ  N o . 3
 9 月 8 日にベイタウンまつりで蒔いていただいたヒマワリの種を収穫しました。当日は、打瀬小学校の 3 年
生の皆さんと打瀬中学校の 1 年生とが合同で作業をしました。ヒマワリの花は、小さい花がたくさん集まって
ひとつの花を作っています。小さい花ごとに種子をつけており、ひとつのヒマワリの花には、何粒の種子をつ
けているかを数えてもらいました。
 2002 年から新しい教育が始まります。教科の枠を超
えた教育をどのように組むかが各学校に課せられた課
題です。今回のヒマワリの収穫で 3 年生が種子を数え

る作業は、新しい教育の実践と言えます。理科の勉強と共に種子の数を数える。3 年生
のある生徒は 700 粒まで数えてくれました。数え方を工夫しコンクリートの上に 10 粒

ずつまとめる。50 粒ずつまとめるなど、見ていて楽
しい作業でした。
 20 個の花の種子の数をグラフにすると大きな差が
あることがわかります。
 収穫された種子は小学校のリスのえさになります。
うれしいことに、もうリス小屋のリスが増えたと聞い
ております。さすが打瀬小、早いですね。9 月 26 日
には地域のみなさんと種子採りを行います。
 残り 1000 本のヒマワリは、地域に住みつく鳥やネ
ズミに残します。         打瀬中から 校長 渡辺 昭

打瀬小から

教頭 宍倉 喜巳

中学１年生のお兄さんと一緒に

汗だくで図書を分類

100

1個 

2個 

3個 

4個 

5個 

200 300 400 500 600 700 800 900粒 
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( 原因は何だったのでしょうか?) →東京電力習志野営業所配電系統制御課に問い合わせてみました｡

 幕張ベイタウンの電力は､真砂にある海浜変電所より送られてきます｡パティオス線といわれるこの線は､約五分の一が架空
線 ( 電信柱 )､残り約五分の四が地中線になっています｡今回の事故では､まず地中線に不良箇所が出たのではないかと調べたの
ですが異常がなく､架空線の部分に不良箇所が出たり消えたりしていました｡そこで架空線を調査したところ､クリーニング用
のハンガーが引っ掛かっており､それが風に吹かれてスイッチをON/OFF の状態にしていたのです｡そこでハンガーを取り除い
たところ送電復旧できました｡ハンガーが鉄塔電柱に掛かっていたということから推測して､原因は鳥の季節外れの営巣活動に
よるものと思われます｡架空線は空中に出ていますので､営巣活動 、交通事故 、風による飛来物、 木の枝、 雪などいろいろな事
柄が原因になります｡一方､地中線はどうかというと｢機器が古くなったり､人口が増えて設備容量が増えると事故率もあがる｣
のです｡そこで架空線は人間の目によるパトロールを､地中線は海浜変電所で事故電流が出ていないかの観察を続けています｡
停電事故が起きた場合は｢早期復旧｣に職員一同努めますが､事故原因の広報までは手がまわらないのが事実です｡これからは､
東京電力 習志野営業所 TEL 0474-75-3331( 代 ) へお問い合わせください｡ーとの事でした｡停電時は窓口の混乱も考えて､代表

の方が問い合わせてくださるようにお願いいたします。（浜田）



第１回読者アンケート結果発表！
 第１回読者アンケートにご協力頂きまして、ありがとうございました。おかげさまで 64 通という多数 (?) の回答を頂きました。以
下に集計結果をお知らせします。括弧内が回答数です。自由意見については、できるだけ全員のものを原文のまま載せたかったので
すが、誌面の都合で一部短縮・表現変更させて頂いております。また、文字も非常に小さくなってしまいました。あしからずご了承
下さい。編集局では、これからの誌面作りに、このアンケートの結果を活かしていきたいと思います。
Ｑ１．ベイタウンニュースはどのくらいの頻度で読んでいますか？ ①毎号必ず (62) ／②ときどき (2)
Ｑ２．ベイタウンニュースはどのくらいの深さで読んでいますか？ ①隅々まで (43)／②ほとんど (16)／③気に入った記事だけ (4)
Ｑ３．お宅での読者の年齢層は？

男性：10 以下 (0) ／ 10 代 (3) ／ 20 代 (5) ／ 30 代 (28) ／ 40 代 (15) ／ 50 代 (6) ／ 60 代 (4) ／ 70 以上 (3)
女性：10 以下 (4) ／ 10 代 (3) ／ 20 代 (4) ／ 30 代 (31) ／ 40 代 (12) ／ 50 代 (9) ／ 60 代 (6) ／ 70 以上 (2)

Ｑ４．お宅での読者の職業は？

男性：児童 (0) ／学生 (3) ／会社員 (40) ／公務員 (7) ／自由業 (2) ／主夫 (1) ／アルバイト (0) ／無職 (6) ／他 (1)
女性：児童 (5) ／学生 (2) ／会社員 (8) ／公務員 (4) ／自由業 (3) ／主婦 (31) ／アルバイト (8) ／無職 (5) ／他 (1)

Ｑ５．今までの記事でおもしろかったもの、役に立ったものはどんな記事ですか？

①自治会連合会活動情報 (22) ／②交通問題 (36) ／③コンサート・祭等のイベント情報 (24) ／④コンサート・祭等の取材記事 (10)
／⑤街作りに関わる話題 (55) ／⑥街の身近な話題 (28) ／⑦業務地域情報 (19) ／⑧同好会・愛好会情報、仲間・生徒募集 (19) ／
⑨文化的記事 (27) ／⑩小学校のページ (23) ／⑪中学校のページ (20) ／⑫ベイタウン保育日記 (10) ／⑬投稿記事 (9) ／⑭譲りま
す・譲って下さい (9) ／⑮編集後記 (17) ／⑯広告 (3)

Ｑ６．今までの記事で不要だと思う記事があれば教えて下さい。

⑧ (1) ／⑫ (1) ／⑭ (1) ／⑮ (1)
Ｑ７．特に印象に残っている記事、良かった記事を、覚えていたら教えて下さい

１番街の牛の話 (4) ／ベイタウン祭り等イベント情報／交通問題・路上駐車 (14)､打瀬中ハーブを自由に摘んで良い／テニスコー
ト要望／家庭菜園・野鳥・ひまわり・ビオトープなど自然作り (4) ／ SH-1 記事 (2) ／街創りへの提言／暗い夜道にご用心 (3) ／ク
リスマス／育てやすい農作物・植物／ファミリーレストラン要不要論 (3) ／全部 ( 編集後記は特に好き ) ／街創りの話題 (2) ／編集
後記／小学校・中学校の記事 (3) ／街に関わる記事／８月号の金さんの編集後記／星座の記事 (4) ／この街のために活動している
人の様子 (2) ／１万本のひまわり／イルミネーションコンテスト／商業地区従業員の違法駐車を解決したこと／打瀬でもジャガイ
モができる／打瀬小溜前校長の記事

Ｑ８．特にやめた方が良いと思った記事、不快に思った記事があれば教えて下さい

交通問題 (2) ／表紙と裏を間違える (2) ／編集後記の個人の行動 (2) ／信者でもないのにクリスマス、ハロウィンと騒ぐのはおかし
い／写真はピントのあったものを／ファミリーレストランの記事はマイナス面を強調し公平さに欠けた

Ｑ９．今後はどんな記事を望みますか？

連合会情報 (5) ／交通問題 (4) ／イベント情報 (7) ／イベント取材記事／街作りに関わる話題 (21) ／街の身近な話題 (12) ／業務地
域情報 (4) ／同好会・愛好会情報 / 仲間・生徒募集 (3) ／文化記事 (3) ／小学校のページ (5) ／中学校のページ (4) ／保育日記／譲
ります・譲って下さい (2) ／周辺施設・イベント紹介／建設計画情報 (9) ／街作りへの提言欄を設けて議論を／ふとん干しの問題
など街全体のモラルに関わる記事／子供関連に偏り・大人も楽しめる内容に／自宅で教えている所一覧／住民スペシャリストの紹
介 (3) ／良いこと悪いこと両方知りたい (2) ／街作りに関わる問題に関しては編集局のフィルタのかからずオーソライズされた記
事を／評判の良い病院・レストラン (2) ／我が家の自慢料理紹介／夏休み特集など特集物／今のままで良い／中学校のクラブ内
容・活動紹介／街や地域の情報／役立つホームページの案内／他人に迷惑をかけている人が読んで改めてくれるような記事／福祉
に関する情報／冠婚葬祭等もっと身近なニュースを／子供が巣立った年齢層向けの記事を／パティオスのお店案内／自治会活動は
１ヶ月の活動報告が欲しい／ベイタウンの全ての情報／スポーツ・文化サークルの紹介特集／行政の動きを速やかに知らせて (2)
／コミュニティコアの進捗状況／同好会・愛好会の活動の具体的な紹介／この街の話題の人・社会的な活動をしている人のプロ
フィール／メッセのイベント・催し物情報／ファミリーレストランは今後どうなるのか／中庭紹介シリーズ

Ｑ１０．これまでＡ４で６面ないし８面の紙面構成を取ってきましたが、情報量はどうですか？

①４面以下で良い (6) ／②６面が良い (24) ／③８面が良い (21) ／④ 10 面以上が良い (6)
Ｑ１１．文字の大きさはどのくらいが読みやすいですか？

12 ポイント (4) ／ 11 ポイント (21) ／ 10 ポイント (36) ／９ポイント (2)
Ｑ１２．今までの広告で良かったものはどれですか？

①三井不動産 (4) ／②セイコーインスツルメンツ (2) ／③ホテルフランクス (6) ／④ヤナセ (1) ／⑤プレナ幕張 (5) ／⑥広告なし (3)
／ ⑦平和交通 (16) ／⑧ヤナセ (1) ／⑨ホテルフランクス (3) ／⑨亀田総合病院付属幕張クリニック (8) ／⑩セントラルパーク (1)
／⑪リンコス (15) ／⑫セントラルパーク (0) ／⑬京成バス (3) ／⑬一ツ橋学院ベイタウン校 (3) ／⑭グランパティオス (2)

Ｑ１３．最後に、これからの紙面作りへの提言など、なんでも良いのでご自由にお書き下さい。

●こむこむ関連●ベイタウンと企業とのコミュニケーションを／布団干し反対／交通委員会に感謝 (2) ／公民館・図書館・郵便局
の早期建設を (2) ／そば屋・うどん屋・ラーメン屋・おでん屋・パブの要望あり (3) ／迷惑駐車キャンペーンこれからもがんばれ
(2) ／夏の間だけでも交番が欲しい／ベイタウン巡回バスの順路と回数について住民アンケートを／もっと庶民的な大型スーパー
が欲しい／管理組合で立てている駐車禁止の看板は景観を損なう／もっといろんな人をまきこんで／メインストリート・仮設駐車
場に植樹したい／ベイタウンへの出店難しそうなのでバックアップしてあげて／学校裏の道路でトイレの水で洗車するような困っ
た人が多い／駅前の駐輪問題を扱って／ワゴン車用駐車場を
●ニュース関連●圧力紙にはならないよう／これからも住民の声を反映して／広告を最終ページに（編集局注：今でも最終ページ

が広告のつもりです）／写真の質が悪い／記者の主観が出過ぎている／偶然家族が誌面に載ると良い記念になる／街創りへの提言
楽しみ／印刷はモノクロに統一して／中学生がいるので学校の活動・様子が知りたい／広告は今までのように美しいものの継続を
／ベイタウンニュースの題字をもっと大きくしたら？／学校関係記事に偏りがある／ニュースにする・しないを判断するのはあな
たたちでない／本誌がボランティア活動の推進役になって／この街に越してきて一番のお気に入りがベイタウンニュース／街の情
報誌があるのはすばらしい／紙や印刷にお金かかりすぎていないか心配 (2) ／広告収入だけでの発行は立派！／発行に感謝・楽し
みに読ませてもらってる・これからもがんばって (15) - Thank you!
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幼い子どもの心と体の成長を

願い、子ども自身の生活のリズ

ムに合わせた毎日にしたいと考

えて運営されている幼稚園です。

遊びには、子どもの人間とし

て育つために必要なものがたく

さん含まれているという考えから、「自由に遊ぶこと」が１日の活動の

中心です。子どもたちは、土・石ころ・木の葉・実・切り株・水・虫な

ど、自然が大切に生かされた園庭で、たっぷり遊びます。

子どもが自分の目で見つめ、気づき、自分から手を出したくなって動き

始めることを大事にする先生方は、時にはそっと見守り、一緒に遊び、

助言し、ひとりひとり個性を発揮できるように手伝ってくださいます。

目先の結果ではなく、長い目で見て子どもたちにとって“今”何が必要

なのかをきちんと教えてくれる、そんな幼稚園です。

場所：花見川区検見川町 1-48（京成検見川駅から徒歩２分、ベイタウ

ンより車で 10分弱）TEL271-3175

保育時間：月・火・木・金曜日 9：00 〜 2：00

水曜日 9：00 〜 11：30（土日曜日休み）

その他：制服、園バス、給食なし

■アンケートにご協力ありがとうございました。2000 戸近

く配布して、64 件の回答は、上出来と言うべきか、残念と

言うべきか判断に悩むところです。ご批判や暖かい励まし

に、１件ずつ返事を書きたいところですが、今のところは

ご容赦ください。私たち編集局だけでなく、住民の皆さんにとって

も、となりの人が何を考えているのかを知る、貴重な資料ではないか

と思っています。

編集：１番街210号板東 司（ 211-0289 / tbando@dp.u-netsurf.or.jp)

■ベイタウンの周りを歩くと何千歩？ミラリオの 3番館と 4番館の

間を出てパティオス 13､12 番街、かるがも館､10､9､7 番街。台風の

被害を心配しつつ、打瀬小の畑の横で 1276 歩｡リンコスのある公園

(工事?) 大通りを行き､左に曲がりメッセ大通りの一本目のヒマワリ

の前で 3074 歩｡打瀬中､空き地の前を通り一周したら 4143 歩｡そ

の 4143 歩の街はどこまで発展するのだろうか。

記者:ミラリオ浜田貴代子 (Ｅ -mail/chihaya@mx7.meshnet.or.jp)

■今日は久しぶりに台風がやってきました。それでも強風の中を小

学校へ健気に登校する子どもたち。ちょっと危ないのではと感じるお

父さんは、京葉線がストップしているという理由で会社をお休み（本

当は幕張本郷まで行けば⋯）。近代的なようで意外と自然に弱い京葉

線ですが、そういえば８月に起きたベイタウン全体の大停電も鳥さん

のせいとか？ベイタウン全体のバックアップシステムが気になるとこ

ろです。

こむこむ広報担当:5番街205号田村伸彦(211-0095 / tamu@mes.co.jp)

■「稲毛新聞」というのを愛読してます。文字通り、稲毛方面の記

事が多いのですが、たまにはこの辺りのことも話題にしてます。地

域のことを取り上げた新聞・雑誌が求められるのは、時代の趨勢では

ないでしょうか。この号から、読者の立場から身を転じました。みな

さま、よろしくお願いいたします。

記者：7番街 301号茂木俊輔（T&F:2111066/m38032@pp.iij4u.or.jp）

■今回のアンケート結果は、ベイタウンニュースを読んでくださって

いる人たちの存在を改めて再認識させてくれました。時々いただく励

ましの声とともに心の糧としたいと思っています。ところで、先月号

の記事のために海の写真を撮りに行って来ました。波打ち際にた

くさんのクラゲが打ち寄せられていました。それにしても「○○

禁止」の立て札がせっかくの景観も楽しさも損なっている！タウ

ンスケッチ記者：３番街 310 号佐藤則子（211-0090）

編

集

後

記

秋本番！イモ掘り会に参加してみませんか
 打瀬中学校のサツマイモがそろそろ収穫の時期となりまし
た。そこで、次のとおりイモ掘り会を行いますので、住民の
皆さん、ふるってご参加ください。
 イモ掘りのあと、渡辺校長先生の指導をいただきながら、
冬野菜（大根、キャベツ）の種まき、植え付けを行います。
日時：10月 10 日（土）午前 10 時〜 12 時

集合場所：打瀬中学校正門前

持ってくるもの：軍手、ビニール袋

参加費：無料

主催：青少年育成委
員会
※12月末にベイタウ
ン餅つき大会を計画し
ています。皆様のご実
家などに眠っている不
用の杵、臼、釜せいろ
等を提供していただける方、ご一報ください。連絡先：6-207 
君島/TEL211-0251（青少年育成委員会副会長）

 ベイタウンバレー部は、毎週水曜日19：00～21：00と日曜日13：30
～16：30、打瀬小学校アリーナで楽しくプレーしています。部員は16歳
から55歳までの幅広い年齢層の約20名で、その７割は初心者です。ゴム
ボールなので痛くないし、アタックも禁止なのでラリーが長く続きます。
楽しく運動不足を解消するには最適のスポーツです。興味のある方は一度
見に来てください。            連絡先：６番街207号君島

ベイタウン保育日記９ 

青い鳥幼稚園

ゴ ム バ レ ー

トライアスロン大会記念
バーベキュー開催
 来る 10 月 18日に行われる「トライアスロン大会
」を記念し、またボランティアの慰労を兼ねてバー
ベキューを行います。一般参加者も大歓迎！スポー
ツする人もしない人もスポーツの秋を満喫してみて
は。
日時：10月 18 日（日）14：00 〜

場所：パティオス 11番街東側空き地（企業庁駐車場

奥）

お願い：テーブル、イス、レジャーシート等は用意

しておりませんので、各自お持ちください。

主催：ベイタウンニュース編集局

協賛：ベイタウンこむこむ（自治会連合会）
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