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第16回ベイタウンまつり（5月18日）ガイドマップ
シティーズ
フォート
GH
イベントひろば
B

時間は10:00〜16:00 雨天順延です。
打瀬第一
9:00以降は会場内への車の進入は禁止です。
緑地
セントラルパーク
イースト

コロラド前〜11番街前、
セントラルパーク バレンタイン通り
5、6番街前に172店が出店します。
ウエスト
出店される方は商品を8:50までに
搬入してください
（奇数番は7:50〜8:20、
偶数番は8:20〜8:50）。
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瀬二丁目公園

パティオス
今年もフリマ抽選会に 500
人
パティオス
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パティオス
スケジュールは4月30日現在の予定です。
パティオス
5番街

10番街

ベイタウン・
コア

パティオス
やきそば、
カレー、
ポップコーン他30店
6番街
赤玉青玉公園
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10：00〜 ベイタウンまつり開会式
グランアクシブ
10：30〜 「M☆Splash！
＆キャラクター」
（マリーンズ）
OH
11：00〜 未定
グラン
WH （キッ
11：30〜 「打瀬子どもルーム」
ズダンス）
エクシア
12：00〜 打瀬中学校吹奏楽部と
U-girls☆
（2年生女子10人のダンスチーム）
12：30〜 「ミルキートワラーズ」
（バトントワラー･
パティオス
チアリーデｲング）
13：00〜 大道芸
（おたのしみ）
7番街
13：30〜 「ダンススケッチ」
（女の子のダンス）
ヒルトップ
パティオス
14：00〜 「M☆Splash！＆キャラクター」
（マリーンズ）
パーク
14：30〜 「ベイ・ハーモニー」
（ユースクワイアグループの
9番街
パティオス
コーラス）
8番街
15：
00〜 「モアニ・ケアラ」
（ハワイアンバンド＆フラダンス）
15：30
終了

フリーマーケット（プロムナード）

パティオス
2番街

R
パティオス
エリスト

パティオス
11番街

15番街

今年も 4 月 20 日（土）にコア・ホールでは出店者を選ぶ抽選会
14番街
パティオス
が行われた。今年の募集店舗数は 160。それに対して応募は 462
17番街
人が集まった。約 3 倍弱という人気ぶりだ。昨年の応募者
442 人
パティオス
と比べると微増というところだが、人口が増えない中でむしろ毎
16番街
年人気を保ちつづけることが驚きだ。
今年の抽選会では、昨年のように応募者が殺到しコアのアトリ
ウムが通行できなくなるという事態をさけるため、応募者は抽選
パティオス
の行われるコア・ホール内に全員が入りホール内に作られた順路
18番街
に従って進んでもらうことでアトリウムの待ち合わせの混雑を解
消させる「システムの改良」が行われた。昨年も 500 人近い人を
手際よく移動させるためベイタウンまつり実行委員長の小畑さん
が苦心して抽選会システムを作ったという話を紹介したが、今年
はさらにそれがバージョンアップしたことになる。
今年も抽選会のボランティアを昨年と同じ 18 人にお願いした。
ほとんどの方は福祉協議会のメンバーや小畑さんの友達でベイタ
ウンでのボランティア活動にはいつも顔を見せる人たちだが、中
には自治会連合会の役員という肩書きで参加している人もいた。
この日はあいにくの寒空に雨という天候で外でプラカードを持っ
ての案内は大変だっただろう。ご苦労様です。
抽選会はシステム改良の成果がでて、混乱もなく無事に終わり、
晴れて 160 人の出店者が決まった。ただ、今年は少し残念なこと

打瀬一丁目公園

模擬店と
バーベキュー広場
ネットでの事前申し込み分

のみ。
当日受付はありません。

パティオス
12番街

もあった。何人かの方が同じ家族内で数人の方が応募し、確実な
当選を狙うという行為があったことだ。中には最大で４人が同じ
苗字で応募し、すべてが当選で３人分をキャンセルしたという方
もあったという。ボランティアで運営される街のイベントなので
あまり細かい規制はしたくないのが事務局の方針だが、今後この
パティオス
ようなことがつづくと何らかの対策を取らざるを得なくなる。
「街
13番街
のみんなで楽しめるよう来年からはみんなで譲り合って進めたい
ですね」とは事務局からのお願いだ。

美浜打瀬小学校

パティオス
19番街

抽選会開催前の 12：
40 頃集まったボラン
ティアで打ち合わせを
行う。写真左から２人
目が小畑さん。

コアのアトリウムに集
まったフリマ出店に応
募し
た 人 た ち。 大 半
ミラリオ
はホール内で並んでも
らったが、それを上回
る人が集まった。

公民館の利用が有料に？
最近コアでサークル活動する人の間でコアの利用が有料になると
か、利用回数が月に１回に制限されるといった話を聞きます。本当
でしょうか。本当ならコアでサークル活動を楽しんでいる人にはた
いへんな話です。さっそく千葉市や関係者に聞いてみました。
千葉市は公共施設の指定管理者制度という新しいしくみを進めよ
うとしています。指定管理者制度というと分かりにくいですが、簡
単にいうと公民館などの公共施設の管理を株式会社など民間の法人
や組織で行うという話です。千葉市などの地方自治体が公民館のよ
うな公共施設の管理を民間の会社に委託し、民間の活力を導入する
と同時に効率化してコストダウンも行うことで、例えば美浜区の文
化ホールなどはすでに民間の会社が運営しています。
千葉市ではこの制度を平成 28 年度から実施しようとしています
（議会はまだ未承認ですが）。実施されると公民館は今のように市の
職員が窓口で管理するのではなく、民間の会社のような組織が管理
することになります。ただ、公民館は社会教育施設なので、収益性
や効率性を優先する民間の会社ではなく教育委員会の外郭団体であ
る教育振興財団という組織に委託されることになるようです。
ここまで聞くとどうも財政削減が目的なので、有料化もあるので
はないかと思ってしまいます。さらに心配されるのは効率化のため、
利用回数の制限や、現在はボランティアが無料で行っている子ども
たちへの工作教室やお話し会、あるいはファツィオリの会のような
ベイタウン独自のプログラムも有料になってできなくなることもあ
るかも知れません。どうもこの話はお金のない千葉市が教育予算を
切り詰めるために考えた話で、私たち住民にとってはいい話ではな
いような気がします。この記事の最初に紹介したような噂話はこの

ベイタウン

働く女性の仕事９

薬剤師

数年前に花粉症を発症するまではできるだけ薬に頼らない生活をし
ていたが、いまや一年中アレルギー薬を手放せない状態になっている。
という訳で今月は、私も月に一度は必ずお世話になる薬剤師の仕事を
取り上げることにした。 【金】
薬剤師の篤子（あつこ）さんは子どものころ、獣医師だった父
親の影響を受け動物病院で働くことを夢見ていた。ところが、実
家は神奈川県なのになぜかお父さんの患者は牛や馬、豚ばかりで、
急患だと夜中でも出かけて行く姿を見るにつれ、中学生の頃には
「これは体力的に無理！」と思うようになった。その思いは犬や猫
を主に診る動物病院でも入院患者がいることを知ると益々強くな
り、「医者でもなく、獣医でもない、医学関係の仕事」を目指すよ
うになった。そうしてたどり着いたのが薬剤師だ。国家資格でも
あり、結婚してからも続けられそうなところに魅力を感じ、本人
曰く「実にミーハーな理由」で薬剤師になることを決めたと言う。
現在日本で薬剤師の資格を得るには 6 年制の薬学部を卒業後、薬
剤師国家試験に合格しなければならない。薬学部が 6 年制になっ
たのは 2006 年度からで、それ以前は 4 年制だった。従って 6 年
制の薬剤師教育を受けた人たちは昨年から初めて働き始めたこと
になる。
一口に薬剤師と言ってもその仕事はさまざまだ。私たちがすぐ
に思い浮かべるのは薬局で働く薬剤師だろう。医師の処方箋に従っ
て調剤し、患者に薬の説明をして渡す服薬指導や薬歴管理などの
仕事が基本だ。病院や調剤薬局の場合は比較的医薬業務に専念で
きるが、ドラッグストアなどの場合はクスリの発注から商品のディ
スプレイなどの雑務もこなさなければならない。製薬会社に勤務
する薬剤師の場合は、医師を相手に営業することも多いという。
変わったところでは、全国の小中高が任命・委嘱する学校薬剤師で、
学校で使用する飲用水の検査やプールの水質検査、消毒などの業
務も行う。
東洋医学の場合、薬が医療の中心であるので医師と薬剤師の区
別はないが、西洋医学では 13 世紀には医師が薬局を持つことを禁
止した法律ができ、これが医薬分業と薬剤師の起源とされている。
現在でも医師の過剰処方による患者の薬漬けや処方ミスの防止を
目的として医薬分業が一般的だ。

ことが根拠になって広まったようです。
ところが調べていくうちにこの制度はそう悪い話ばかりでもない
ことが分かってきました。公民館の管理は教育振興財団に委託され
ますが、地域に意欲や信頼できる組織があり、特性を活かした管理
ができる場合は地域に管理を委託することを考えているというとい
うのです。つまり公民館を地域で運営するという道です。これをベ
イタウンに置き換えると、「コアの運営を住民自らが行う」という
コア計画当初の夢が実現することになります。
もちろん希望さえすればすぐに公民館を自分たちで管理運営でき
るということでもありません。管理には財政的なものも含まれるた
め経営努力も求められることになります。責任やリスクもある訳で
す。当然千葉市は将来的にも安定して運営していける能力を持った
組織なのか、実績はどうかなどを詳しく審査します。思いつきで無
責任に受けられる話ではありません。
しかし、例えば地域できちんとした組織をつくり、業務を自分た
ちで行い、うまく運営することができれば、例え有料化してもその
金額を低くすることや、地域にとって必要な事業は無料で行うこと
もできそうです。さらに自分たちで有給の職員を雇うこともできる
ので街の中で働き口をつくることもできます。
指定管理者制度は平成 28 年度から実施されようとしています。
このまま何もしなければコアは教育振興財団で管理されることにな
り、有料化され利用回数が制限されることもあるかも知れません。
自分たちでコアを管理運営するということは責任も発生し、だめな
ら投げ出せばいいという話でもありませんが、魅力ある街ベイタウ
ンのしくみとして、コアという文化施設を自分たちで運営できると
いう夢のある話でもあります。平成 28 年までにはまだ時間もあり
ます、今から有志で集まって考えてみてはどうでしょう。
【投稿：コミュニティコア研究会・コア文化振興基金】
篤子さんは結婚するまで調剤薬局で働いていたが、結婚後すぐ
に妊娠し退職することになった。長女が幼稚園に通い始める時期
に復職を目指したが、そこで第二子の妊娠が分かり結局復職まで
10 年間のブランクができてしまった。一度現場を離れた薬剤師の
再就職はなかなか厳しいようだ。いくら資格があっても 10 年も間
が空くと薬もがらりと変ってしまうため、未経験者と同様に見ら
れてしまう。薬剤師として復職する自信をなくしてしまい一度は
諦めかけたところ、幸運に恵まれた。業務ブランクのある薬剤師
（次ページにつづく）

「幕張ベイタウン」民生委員・児童委員からのお知らせ
昨年１２月より熊倉英雄会長となり、新しく高橋幸子委員、荻生延子委員
が加わりました。１９名の新体制で頑張って参りますのでご協力よろしく
【千葉市 610 地区（幕張ベイタウン）民生委員・児童委員】
お願い致します。
民生委員名
井上 延子
碓井 勝夫
大垣 靖仁
小川 弘
奥貞 喜子
長田 美喜
落合 清
熊倉 英雄
小堀 弘幸
高橋 幸子
旦
恵子
豊島 冨美子
西田 のり子
松本 美枝子
荻生 延子
森本 純子
山木 則男
西村 侑身子
須田 邦子

担当街区
PT15、16、17、20
アバンセ、グランアクシブ、PT1、19
PT14、公園西の街
CPW A、C、D
PT5、マリンフォート
PT22、ビーチテラス
CPE、パークタワー
ミラリオ、PT13、アクアテラス
PT9、10、12
PT18、ファーストウィング
PT7、８、PT エリスト
シティーズフォート、グランエクシア
PT6、11、21
公園東の街、ブエナテラーサ
CPW B、シータワー
ミラマール、サウスコート
PT2、3、４
主任児童委員
主任児童委員

住所の表記
PT：パティオス、CPE：セントラルパークイースト
CPW：セントラルパークウエスト

連絡先
211-7667
211-1750
276-3878
274-1521
274-7065
213-1676
211-0137
211-6803
299-4061
275-1441
211-0189
213-0028
211-0147
211-3738
274-7997
212-5255
211-6900
211-0298
276-2588

に実務研修を行う NPO 法人が見つかったこと、さらに知り合いの
医師から就職先の情報を得られたことから調剤薬局での復職につ
ながった。
現在の職場では、薬を持って月に数回老人ホームを訪問したり、
体の不自由な人に薬を届けたりという仕事も行っている。誰かが
喜んでくれたり、 感謝されたりすると、 自分の仕事が誇らしく、
充実感も生まれると言う。なかなかまとまった休みを取れないた
め子どもたちと過ごす時間が充分にないのは悩みの種だが、働き
続ける事で新しい医学知識を得られたり、調剤技術の向上もはか
れるので、できるだけ薬剤師の仕事を続けたいと思っているそう
だ。
これから薬剤師を目指す人たちには、「たとえば新薬の研究開発
をするような分野もあるので、どのよう分野を目指すのか薬学部
在学中に早めに方向性を定め、その分野に詳しくなる努力をして
ほしい。将来の仕事に必ず役立つはずです」と、アドバイスして
くれた。

海浜幕張駅に「エキナカ」オープン
通勤、通学で多くのベイタウン住民が利用する海浜幕張駅。メッ
セやマリンスタジアムの最寄り駅にしては少々殺風景に感じる駅でし
たが、
今年 3 月 1 日、
新たな商業施設がオープンしました。その名も
「エ
キナカ」
。駅はどのように生まれ変わったのでしょうか。早速取材して
きました。 【城本】

第

海浜幕張駅の改札を通り、ホームにつながるエスカレーターを
上らずそのまま奥に進むと「エキナカ」が見えてきます。エキナ
カに入っているのは、本・文具店、カフェレストラン、コーヒー
ショップ、コンビニなど全部で 6 店舗。所々に観葉植物が配置さ
れ、エキナカ全体がエコを意識した優しい雰囲気で統一されてい
ます。その中でも個人的に気に入ったのが、文具店「フーチュラ」
と、カフェレストラン「カフェ ソラーレ」。
「フーチュラ」は、「未来屋書店」と共に本・文具・雑貨を販売

回
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住宅ローン

無料 個別相談会開催

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 16 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。

なんと！

金利 1% 低下で 5 年間短縮 ! 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

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
★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
約
要予

300 回以上
の実績！

する複合ストア。スペースはさほど広くはないのですが、置いて
ある文具はこだわりを感じるものばかり。「CROSS」
「Pelikan」といっ
た高価なペン類の他、様々な形や色の文具が並びます。中には落
花生型の消しゴムや、和菓子のデザインのマグネット、ミニカー
型の PC 用マウスなど、見ているだけで楽しくなるようなものも多
くありました。また、さすがは書店との複合ストアだと感じたも
のとしては、相当な数のブックカバーが専用スペースに展示され
ていたこと。たかがブックカバー、ではありません。どんな本も
インテリアにしてしまうようなカバーがずらりと並んでいました。
「カフェ ソラーレ」は、「人にも地球にも優しい」をテーマに
したメニューを提供しているカフェです。取材時には、店員さん
おススメの「えびアボカドの明太丼」と「EF 小松菜のスムージー」
をいただきました。「えびアボカドの明太丼」は、十三穀飯の上に
えびとアボカド、明太子のソースがのった丼です。和風仕立てで
シンプルな味ながらも、大きめのえびと新鮮なアボカドが満足感
をもたらしてくれます。「EF 小松菜のスムージー」は、小松菜とバ
ナナをブレンドした飲み物です。「プロバイオティクスヨーグルト
EF1007」という乳酸菌を多く含んだ飲料がベースとなっているそ
うです。小松菜の味はほとんどなく、甘さ控えめのあっさりとし
たバナナシェークのようで、野菜が苦手でも十分美味しく飲める
ドリンクでした。店内にいるお客さんはほとんどが「おひとりさま」
で、本を読んだり携帯を眺めたりしながらカフェでの食事を楽し
んでいました。
取材前、「エキナカ」は東京駅の土産物コーナーのようなところ
だろうと想像していたのですが、全く違っていました。改札とホー
ムを人々が忙しく行き来するのとは対照的に、エキナカはゆった
りと落ち着いた時間が流れていました。「癒し」を求めて足を運ぶ
には十分な空間だと感じました。いったん改札を通るため、電車
を利用しない人は入場券を購入しなければなりませんが、ベイタ
ウン住民でまだ行ったことのない方は、一度足を運んでみてはい
かがでしょうか。

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
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/11 ( 土 )
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6/ 1 (土)
6/ 2 (日)
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13：00〜17：00
17：00〜21：00
17：00〜21：00
17：00〜21：00
17：00〜21：00
幕張勤労
市民プラザ 幕張総合高校

京葉線
海浜幕張駅

→至千葉方面

幕張ベイタウン

ノア・ホーム・コンサルティング（株）
☎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

5 月のコア・イベント
5 月 25 日（土）寺子屋工作ランド

「紙トンボ」
（紙でつくるよく飛ぶ竹トンボ）
日時：5 月 25 日
第 4 土曜日
場所：ベイタウン・コア工芸室

9：30 〜 11:30

持ってくるもの：ものさし、木工ボンド
参加費：50 円（保険料）
第 116 回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業 )
第 116 回ファツィオリの会
日時：5 月 26 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：5 月 19 日（日）
申込先：庄司 （ TEL ＆ FAX：276-4266
Address：chacha-c304@m2.pbc.ne.jp）

エコパークの野外観察授業
4 月 10 日午後、久しぶりにエコパークを見に行ったところ、
海浜打瀬小の子どもたちが沢山来ていました。まだ放課後ではな
いし、運動場では体育の授業をやっていたのでおかしいなと思い
聞いてみると、今年最初の理科の授業で生き物を探しにエコパー
クにやってきたのだそうです。たしかにみんな同じグリーンの帽
子をかぶっていました。４年生だそうです。エコパークは授業に
も使われているんですね。
この日エコパークではヤナギのタネが風でたくさん飛んでいま
した。一月ほど前には小さかったムギも穂を出しています。４年
生の子どもたちにはいい教材になったことでしょう。

練習ピアノ用椅子

ありがとうございました

先月号のベイタウンニュースでコア・ホールの練習用ピアノの
椅子の寄付をお願いしたところ、早速提供のお申し出がありまし
た。ベイタウンに引っ越して来られた方が丁度不要になった椅子
を寄付してくれたものです。まだまだ使える立派なもので、練習
用にするにはもったいないほどのものですが、ありがたく使わせ
ていただきます。たくさんの方からお申し出をいただきありがと
うございました。 【ベイタウン音楽愛好会】

ぴっかぴかの１年生

エキナカ（？）保育園がオープン
４月の中旬に駅まで行く用があり、いつものように海浜幕張公
園を通り抜けて海浜幕張駅の線路下を歩いていると、なんとガー
ド下に保育園ができていました。自転車や歩きで通勤している人
はもちろん知っていたと思いますが、意外にバスで通勤している
人には初耳だったかも知れません。
静かで人の出入りもなく、窓もカーテンがかかっていたので見
つけたときは「まだ開園前かな」と思ったのですが、少しすると
カーテンが開いてお昼寝をしているらしい子どものかわいい足が
見えました。
家に帰ってネットで調べてみると、ありました「第２幕張海浜
保育園」。この４月、つまりつい先日オープンしたようです。第
２とあるので第１もあるだろうと思って調べると、第１ではない
ですが幕張西に「愛の園 幕張海浜保育園」というのがありまし
た。こちらの法人が運営しているのでしょう。
保育園はベイタウンの中とばかり思っていましたが、たしかに
通勤途中の駅で子どもを預けることができると便利ですね。ここ
ならお父さんが会社に行く途中で預けるのも便利です。ベイタウ
ンに住んで保育で困っている若い家族にはとてもいい施設です。
一時的な託児ができて買い物もできればもっと便利ですが、それ
は無理かな。

4 月 12 日のお昼頃、打瀬小学校ピロティのそばを小さい子ど
もたちが先生に引率されて歩いていました。保育所の散歩かなと
思いましたが、ランドセルを背負っているのですぐに新１年生だ
と気付きました。入学式が 8 日だったので、まだ４日目。先生
に引率されて信号を見ながら注意して歩くなどの登下校の「練習」
をしながら帰っているようでした。

吹奏楽部のみなさんありがとう
先月のベイタウンニュース配布会には打瀬中学校吹奏楽部の女
子部員６人がお手伝いに来てくれました。中学生だからこちらで
指図しないと何もしないのかなと思っていましたが、どんでもな
い。少し説明するとすぐに６人で自分たちの仕事を整理して担当
を決め、てきぱきと作業をしてくれました。赤ちゃんを連れたサ
ポーターの作業を自分から申し出て手伝ってくれるなど、すばら
しい働きぶりでした。きっと彼女たちは部活で毎日協力し合って
いろんなことをやってるんでしょう。勉強って机に向かってする
だけじゃないですね。
配布の会には毎月吹奏楽部の生徒さんの他にも小学生・中学生
のみなさんが参加してくれています。みなさんも参加してみませ
んか。
ベイタウンニュースの配布会は毎月第１土曜日午前 9:45 から、
ベイタウン・コア講習室で開かれています。直接おいでいただく
か、または下記までご連絡ください。
松村（TEL:211-6853、E-mail:mazmbtn@gmail.com）
次回（6 月号）の配布会は６月１日です。

