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　まずはベイタウンでみかける野鳥の種
類。カラスやスズメは誰でも分かりますが、
その他に街でよく見かけるのは「ハクセキ
レイ」（写真右上）です。この鳥はほとんど
１年中ベイタウンにいて、営巣や子育ても
ベイタウンです。きっと生涯ベイタウンに
永住しようという鳥で、私たちには何か親
近感を覚える野鳥です。
　つぎによく見かけるのは「ヒヨドリ」こ
ちらはスズメよりも少し大きく、ハトより
も小さめという鳥です。もっぱら木に留ま
り、大きな声で「ヒーヒー」と鳴いています。
頭の上に寝癖をつけたように羽毛が飛び出
しているのですぐに分かります。あまりき
れいで目を引く鳥ではありませんが、ベイ
タウンでは多く見られる野鳥です。
　一方ヒヨドリとは対照的に小さな身体
ときれいな色で、 鳴き声もとても美しい
鳥「メジロ」もベイタウンでは多い鳥です。
この鳥はその鳴き声の美しさから愛好家が
多く、乱獲で数が減ったため捕獲が禁止さ
れている鳥ですが、僕が子どもの頃は山に
行ってトリモチでよく捕まえました。ウグ
イス色をしたきれいな身体、花の蜜が大好
きで、桜の花が咲くと細い枝の先の花でも
平気で留まって、逆さまになりながら蜜を
吸います。ただ動きがとても敏捷で、小さ
いためなかなか観察はできない鳥です。
　こんな風にベイタウンは人工的で近未来
的な外観から殺風景と思われそうですが、
意外に野鳥が多く、カラスばかりの大都会
とは大違いの安らぎを感じる街です。でも
こんなベイタウンの野鳥事情も昔と比べる
とずいぶん変化がありました。
　ベイタウンがあった場所はもともとは干
潟でした。固有の野鳥といえば千鳥やウミ
ネコという海岸で見かける鳥だったでしょ
う。そこを埋め立てたのがベイタウンです。
砂利で埋め立てたので街開きの頃はまだ草
も育たない空き地には砂利を好む野鳥が最
初に住み着きました。コアジサシとセキレ
イです。彼らはもともと浜辺や河原という
小石や砂利の場所を好む鳥です。 ただこ
のうちコアジサシは街中で人間と一緒に暮
らすことはできないのか去っていき、セキ
レイは人間のすぐ傍で暮らすことを厭わな

かったのか今も私たちと一緒にいます。
　街開きから少しするとベイタウンの空き
地にも草が生えるようになり、それに合わ
せて野鳥も草原を好む鳥が住み着きまし
た。ヒバリとオオヨシキリです。古くから
ベイタウンに住んでいる方にはこの２つの
鳥はなつかしいでしょう。ベイタウンから
海浜幕張駅まで買い物に行く途中（まだリ
ンコスはなかった）今は東の街やセントラ
ルパークの建つ場所は広大な草地でした。
朝から日の暮れるまで沢山のヒバリの声が
絶えることなく聞こえていました。
　少し低い場所には水溜まりができ、そこ
にはヨシ（芦）が沢山生えていました。今
の１丁目公園と中学校の周辺です。ここを
我が物顔に占拠したのはオオヨシキリ。身
体は小さいけれど朝から夜中も大声で鳴き
続け、中学校ではその声がうるさくて授業
にならないほどでした。鳴き声も特徴的で

「ギョギョシ、ギョギョシ、カイカイシ」と
不思議な声です。この鳥は一夫多妻の鳥で
一定のテリトリを持ち、あちこちの巣をオ
スが飛び回って、「ここは僕の？番目の奥さ
んがいる場所だぞ」と他のオスを威嚇する
ように鳴いているのだそうです。この鳥は
夜でも鳴き続け、深夜でもうるさくて眠れ

ないほどでした。
　草地や草原を好む野鳥は他にも多く、一
時ベイタウンではキジやアオバズクといっ
た珍しい野鳥も住んでいたことがありま
す。何年かたってベイタウンからこんな草
地が消え、そこを住み家にしていた野鳥た
ちも消えていきました。でもこれで鳥がい
なくなった訳ではありません。今度は都市
計画で植えられた街路樹がだんだん大きく
なり、それに合わせてベイタウンには樹林
に住む野鳥が増えてきました。もともとベ
イタウンの周りには海浜幕張公園があり、
この林の中には樹林帯に住む鳥が多く住ん
でいました。今ベイタウンで多く見られる
ヒヨドリやキジバト、メジロもベイタウン
の並木道に魅せられてやってきたのです
ね。もっともさすがに子育てまではベイタ
ウンでは難しいらしく、メジロなどは子育
ての始まる５月頃にはもっと樹林の多い山
里の方に移動するようです。これが一年中
ベイタウンに住むセキレイとちがうところ
です。可愛いお嬢様のようなメジロはやっ
ぱり移り気なのかもしれません。
　次回は長年ベイタウンの野鳥観察をつづ
けている U さんにベイタウンでも見られる
珍しい野鳥の話を伺います。

ベイタウンでバードウォッチング
　ベイタウンにはどんな野鳥がいるんでしょう。人工的な都市空間のベ
イタウンだからせいぜいスズメかカラスくらいだろうなんて思ってい
ませんか。歩道を歩いていてよく見かける尻尾の長い白い鳥はセキレイ。
桜が咲くと花の蜜を吸いに小さくてきれいな鳥が来ますが、これはメジ
ロです。ほかにもジョウビタキなんていう渡り鳥も冬の間ベイタウンで
見かけます。意外でしょう。
　今回はそんなベイタウンの野鳥のことを２ヶ月にわたってお話しし
ます。次号では簡単な野鳥の見分け方やベランダ・サンクチュアリの作
り方も紹介します。　【松村】

（写真左上）街路樹の枝にとまるヒヨドリ　（写
真左下）冬の朝で羽毛が膨らんで太っている
メジロ。野鳥は冬になると羽毛を膨らませて
寒さをしのぐ。写真はサポーターのAさんか
らいただきました。場所はエコパーク付近。（写
真右上）冬の渡り鳥でベイタウンにやってき
たジョウビタキ。つがいでエコパーク付近で
よく見られる。



　理系の科目が好きだった Y さんだが、実
は最初から医師を目指したのではなかっ
た。理系の専門職を目指しているうちに結
果的に医師になっていたそうだ。父親が医
者だった影響か、気づいてみれば 3 人兄弟
全員が医師で、大学の同級生だったご主人
も医師として働いている。
　国家資格である医師免許は、歯科医師免
許と、それ以外の科の医師免許の 2 種類に
分かれている。どちらの資格試験も 6 年間
の医学の正規過程を修めて卒業することが
受験の前提条件だ。ちなみに最近の医師国
家試験の平均合格率は 90％だという。試験
そのものが易しいのではなく、長い期間専
門教育を受けていることが高い合格率に繋
がっているようだ。
　大学卒業後は、2 年間の研修医を経て自
分の専門科を決めることになる。Y さんが
眼科医になったきっかけは、医学部で勉強
をしながら外科的な体験をするうちに目の
細かい部分に興味を持ったことだった。Y
さんの専門分野は小児眼科だ。子どもの目
の形は大人とほとんど同じだが、だからと
いって大人の目を小さくしたのが子どもの
目ではない。子供の目に多い病気や症状に

　ベイタウンコア横空き地にある、旧打瀬
小子どもルーム（写真。コア敷地１階の子
どもルームとは別のプレハブ風建物です）
が長い間 “空き家” になっているのにお気
付きだろうか？この施設を、幕張ベイタウ
ン協議会（以後、「協議会」）が中心となって、
住民活動の拠点にできないかと検討してい
る。
　その昔、 パティオス２番街の店舗の１
画（現在は「海洋亭」）が空き家となって
いた頃、そこを住宅事業者の好意で自治会
連合会が借り受け、コピー機を置いたり、
各種の掲示を行い、またちょっとした打ち
合わせもできる交流スペースを設けたこと
があった。勤め帰りの人々が掲示物や行事
の写真を覗き込んでいる姿が見られたもの
だ。あんなスペースを住民管理の元で設け
られないか、という訳だ。子どもルームの
件に、自治会連合会の会長の頃から長い間
携わっている協議会副会長の伊藤さんにお
話しを伺った。
　歴史を紐解くと、2001 年 4 月の海浜打
瀬小学校開校に向けて、保護者から同校の
子どもルーム設置の要望が強まった。しか
し用地が見つからず、コア横空き地を “借用”
したのがこの土地が子どもルームになった
ことの始まりだ（公共用地としてキープさ
れていた千葉県企業庁所有の土地を、千葉

は、弱視や斜視のように視力の発育による
病気や、流行り目や逆さまつげなどいろい
ろあるという。子どもの視力は成長ととも
に発達するものだが、子どもの 2％くらい
に見られる斜視などの病気はなるべく早期
に発見し治療を開始すべきだそうだ。そこ
で重要になるのは、視力検査がある 3 歳児
検診を必ず受診するのに加え、大人が子供
のしぐさや動作、目の外観を観察して、子
供の目の管理をしてあげることだ。診察室
の数分間だけではわからないことも、身近
にいる家族なら気づくことができるからだ。
　子どもの診療で難しいのは子どもが自分
の症状を説明できない（してくれない）こ
とだ。だがそれ以前に子どもはじっとして
いるのが苦手で病院を怖がる子もいる。子
どもが泣いて検査ができないときは、急い
で治療しようとはせず、恐怖感を抱かせな
いような対応をして、次の来院で目を見せ
てもらえるような関係を築くよう心掛けて
いる。そういうところは二人の子どもを育
てた経験が役に立っているそうだ。
　子どもが生まれた時は産休だけをとり、
非常勤で復帰してできるだけ仕事を続ける
ようにした。それができたのは子育てをサ

市が借用し、上物を設置）。その後、長い間
そのまま使われていたが、2012 年 4 月に
海浜打瀬小子どもルームが学校の隣接地の
公園用地に正式設置され、そちらに引 っ越
したことに伴い、打瀬小子どもルームがコ
ア敷地内の子どもルームに移動し、仮設の
子どもルームが “空き家” となった訳だ。
　これに住民活動拠点が必要、と考えてい
た協議会が目を付けた。元々は、千葉県企
業庁や住宅事業者、ベイタウン住民で組織
されていた『幕張新都心住宅地区の管理・
運営のあり方に関する研究会』でも「組織」、

「資金」、「拠点」などの必要性が議論され、「組
織」の一翼として協議会が発足された訳だ
が、「資金」も「拠点」も解決されていなかっ
た。協議会では、「拠点」問題の解決に向けて、
千葉市と共同で実施してきた「連携・協働
による地域課題解決モデル事業」の一環と
しての円卓会議の中で千葉市と協議し、“空
き家” の転活用に向けて合意が整いつつあっ
た（協議会発行の円卓会議ニュース第２号
より）。
　しかし、ここに来て暗雲が立ち込めてき
たようだ。というのは、土地の大家である
千葉県企業庁が、今年度末での解散に向け
ての “撤退モード” を強めており、後々の
お荷物（課題／宿題）をできるだけ減らす
方向の心理が働いているように見え、土地

ポートしてくれる環境に恵まれたからだと
思っている。仕事と家庭の両立は、大変さ
よりも充実感のほうが大きかったという。
しかし、たった 4 カ月休んだだけで新薬が
いっぱい出ていて戸惑ったこともあった。
　医者の仕事全般に体力以外の男女差はな
いと思っている。最近では医学生のほぼ半
数を女性が占めるようになってきた。しか
し、結婚、出産を経て復帰する女医の環境
はまだまだ厳しいそうだ。最近は出産後の
女性が職場復帰しやすくするために、子ど
もが小さい間は夜勤や、呼ばれればいつで
も対応でるように待機しているオンコール
は免除、院内保育所とかの体制づくりが進
んでいるところも徐々に増えてきている。
　患者の診療に携わる臨床医に向いている
タイプは、聞き取り上手で、患者の気持ち
をくみ取って判断できる人だ。検査結果を
読み取る力はもちろん、コミュニケーショ
ン能力はもっと重要になる。また医師は一
人で診療にあたるわけではなく、看護師や
事務職を含めたスタッフ全員との連携がな
ければ良い治療はできないと感じている。
　最後に「医師の仕事は人に勧められるも
のですか」と尋ねてみた。自分の仕事は、
患者さんの不便な生活を改善することだと
思っている。症状が治って、安心して生活
が送れるようになった姿をみると達成感も
得られる。資格をとるまではたいへんだし、
医者になってからも日々勉強だが満足して
いる。「長く続けられる良い仕事ですよ！」
と語ってくれた。

の継続貸与に首を縦に振らないからだ。協
議会としては、何とか企業庁が解散する 3
月末までに決着を付けたいが、どうなるか
は交渉相手の企業庁しだいのようだ。
　一方、協議会としても、企業庁に「住民
総意の強い要望だ」と詰め寄り難いという
弱みがある。すなわち、未だ協議会として
の組織率（全住民に対する参加数）はそれ
ほど高くなく、全 39 街区に対して、管理
組合として 8 街区、自治会として 8 街区が
加入するに止まっている。また、住民から
の「空き家を住民管理のスペースに」とい
いう声もあまり聞こえてこない。
　子供ルーム設置のときは、保護者の方々
の強い要望と積極的活動参加もあり、千葉
市や企業庁も前向きに対応してくれた。今
回も、空いたスペースがあり、そこを使い
たい人たちがいるのだから、後は住民の熱
意を示して、なんとか良い方向に持って行
けないだろうか。

【板東】

ベイタウン　働く女性の仕事 7　「眼科医」

旧打瀬小子どもルームを住民管理の共用スペースに

　医者を夢見たころはあっても、目薬をさすのも苦手な私は、小さなゴミが入っただけで痛くな
うような繊細な目を治療するお医者さんになるなんて想像もしなかった。今月はその眼科医とし
て活躍しているYさんにお仕事の話を聞いた。　【金】



　3 月のコア・イベント
3 月 16日（土）わくわくおはなし会　3月の常設おはなし会

わくわくおはなし会　3 月の常設おはなし会
日時：3 月 16 日　　第 3 土曜日　　10：30 から
場所：ベイタウン・コア講習室

今月もわくわくするお話を用意しておまちしています。
年齢制限はありません。絵本の好きな大人も子どももせひきてね！
予約は不要です。読み手も募集中、見学大歓迎
ブログ更新中・見てね＊＊ http://waku.makusta.jp/ ＊＊
お問合せ先：井上　（043-211-0188　wak2@yahoogroups.jp）

3 月 23日（土）寺子屋工作ランド

「レインボースコープ」をつくろう
日時：3 月 23 日　　第 4 土曜日　　9：30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
持ってくるもの：はさみ、木工ボンド、きれいな千代紙
参加費：50 円（保険料）

　16 番街の保育施設「ベビーステーション
幕張」が閉園の危機にあると、ベイタウン
ニュース 11 月号にて閉園反対の署名活動
ご協力のお願いをいたしました。たくさん
の方から応援、ご協力いただき、２８１２
名の署名を頂戴しました。本当にありがと
うございました。
　ヤンマー様、タルブ様、ヤマハ様におか
れましては、店頭での署名ボックス設置に
ご協力頂きました。色々とご配慮頂きあり
がとうございました。
　皆様のおかげで、当初予定の年度途中で
の閉園はなくなりましたが、3 月末日をもっ
て閉園と決定いたしました。
　「キンダープラネット」「フェアリーラン
ド」「キッズインターナショナル」「ベビー
ステーション」と名称は変わりましたが、
ベイタウン内では一番古い保育施設として
多くのご家族と知り合い、お散歩時はたく
さんの方に声を掛けていただき、街に見守
られている安心感と責任を感じて、保育を
してまいりました。そんな中での閉園は誠
に残念なことですが、3 月末まで今まで以
上に元気に笑顔で子どもたちと過ごしてい
きたいと思っています。
　幕張ベイタウンの皆さん！本当にありが
とうございました！！
　保護者、職員を代表しまして　　　　　
園長　伊藤　美恵子　

「女性のためのマネーセミナー、知らない
と損する かんたん保険講座」を開催します。

「うちにあった保険ってなに？」、「加入中の
生命保険は本当に合っているの？」、「どう
選べばいいの？」、そんな方は必見です。「正
しい保障内容」にするだけで、支払う保険
料は変わります。 「住宅の次に高い買い物」
といわれる生命保険だからこそ、その効果
は絶大です。 
生命保険を上手に活用し、万が一の備えと、
将来の老後資金をためるコツをわかりやす
く説明します。 是非この機会にご参加くだ
さい。

日時：3/16( 土 )　11：00 − 13：00 
場所：幕張ベイタウンファーストウィング
　ファーストアリーナ
問い合わせ先　あじおか :080-4429-4180　
メールアドレス :ajioka.sotaro@gmail.com

ベイタウンニュース　お助け下さい
　ベイタウンニュースは毎月ボランティアのみなさんのおかげで配布されています。毎月
第１土曜日に届くのは、お住まいのマンションに誰かベイタウンニュースを配布している
方がいるからです。しかし、最近新しいマンションではサポーターの方がなく困っていま
す。
　毎月第１土曜日の午前中にお時間のある方はベイタウンニュースの配布にご協力をお
ねがいします。直接ベイタウン・コア講習室に 10:00 頃来られるか、または下の連絡先に
ご連絡ください。毎月でなく、時間のあるときにだけでも結構です。また取りに来られな
い方には宅配にベイタウンニュースをお届けし、配布してもらうという方法もあります。
　小中学生のみなさんのお手伝いも大歓迎です。君たちの友達の中には毎月ベイタウン
ニュースを配っている人もいます。小学校４年生以上なら誰でも参加できます。友達といっ
しょでも、ひとりでも大丈夫です。是非ベイタウンニュースを助けてください。
連絡先　松村（TEL：043-211-6853 E-mail：mazmbtn@gmail.com）

　生涯で大きな支出となる住宅ロー
ンはどこも同じではありません。長
期固定返済の場合、1000 万円を超え
る節約ケースも。これまで海浜幕張
エリアで 14 回もの相談会の実績を持
つ「ノア・ホーム・コンサルティン
グ（株）」では、専門アドバイザーが
多様な住宅ローンを中立公平な立場
から評価し、適切にアドバイス。相

談会は法人ならではのノウハウと信用、責任に基づき実施するので、約
8 割以上の方が【ローンの見直し・借換えを行い無駄な支出が押さえら
れました】と大好評です。

金利1%低下で5年間短縮 !
なんと！

住宅ローン
無料 個別相談会開催

第
15
回

いずれかの条件に当てはまる方
借り換えをお奨めします

ノア・ホーム・コンサルティング（株）

★現在 1.4%以上の金利
★金利上昇が気になる方
★返済期間残 15年以上
★月額返済を減らしたい方
★残高 1000万円以上
★段階金利が気になる方

300回以上
の実績！ ☎03(3861)8631 平日の10時～20時受付

ノア・ホーム・コンサルティング 検索

約720万円の節約 !
※借入額3,000万円、返済期間32年、
借換え費用差し引き後の場合

参加ご希望の方は必ずご予約下さい
千葉市幕張勤労市民プラザ

海浜
幕張駅

幕張総合高校

幕張ベイタウン

京葉線　→至千葉方面

幕張勤労
市民プラザ

要予約

3/31 13：00～21：00( 日 )
4/ 6 13：00～21：00( 土 )

3/20 13：00～21：00( 祝 )

第 114回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業 )

第 114 回ファツィオリの会
日時：3 月 24 日（日）9：30 〜 11：30
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
フルコンサ−トピアノ「ファツィオリ」の演奏や他の楽器の演奏、
声楽や合唱などに使って頂くことが出来ます。非公開でのご利用ご
希望のときは、ご相談下さい。定員になり次第締め切らせていただ
きます。聴きに来て頂くのは、自由です。
最新の情報は http://www.baytown.ne.jp/core/ をご覧ください。
申込締切：3 月 17 日（日）
申込先：TEL ＆ FAX 211-0273（阿曽）

「ベビーステーション幕張」閉園に
ついての報告と署名のお礼

手作りスコーンを食べながら、明日
からできる「家計やりくり術」を一
緒に考えませんか !

ベイタウン協議会より「住民アンケート報
告発表会」のお知らせ
日時：3 月 16 日 ( 土 )、13:30 ～ 16:00

場所：ベイタウン・コア　音楽ホール

主催：ベイタウン協議会

　　　千葉大中山研究室

内容：2012 年 8 月実施の住民アンケート

の結果／分析報告






