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　ベイタウンのラジオ体操と言えば忘れて
はいけないのが皆さんの前で模範となる各
小学校の 6 年生で編成されるラジオ体操
子どもリーダーです。私も海浜打瀬小６年
のときに経験しました。
　リーダーは先生から言われてやるのでは
なく、自分から進んで「やりたい」と思う
気持ちがある人を募集するものです。もち
ろんリーダーはラジオ体操当日だけでな
く、事前に練習をするのですが、これが実
は大変なんです。
　まずは当たり前ですが、体操の順番を覚
えなければなりません。それ以前にみなさ
んがこのリーダーの動きをみて体操をする
ので、自分は普段の動きとは左右反対の動
きを覚えなくてはなりません。
　しかも実際のラジオの放送ではアナウン
サーは「右、左」と掛け声をかけることが
ありますが、これに惑わされないように注
意することが必要でした。また、次の体操
に移る前に頭の中で次の動きをイメージし
ておくことが必要なこともラジオ体操リー
ダーをやってみて初めて知りました。
　練習会は 6 月の最終土曜日から 4 週連
続で毎朝 6：00 からありましたが、 普段
よりも早く起きなくてはならなくて大変で
した。でも、最初の練習会の日、自分の名
前が入ったネームプレートをいただいた時
は、リーダーの実感が湧くと同時にこの係
りを任されたという責任感も得ました。
　ただし、その練習会では、みなさんの前
できちんと体操ができるように厳しく指導
されます。動きを覚えていなかったり、動
きが小さかったりして他のリーダーの前で
厳しく怒られたこともありました。
　実際のラジオ体操が始まると毎日朝早く
起きるのがつらかったですが、みんなが自
分を見て体操をしてくれるのが嬉しくて
リーダーをやってよかったと思っていま
す。しかも最終日に朝礼台に上がってリー
ダーのなかのリーダーとして体操をするこ
とはとても良い体験でした。
　今年のリーダーはもう決まってしまって
いるので、5 年生の皆さんで興味のある方
は来年ぜひリーダーに応募してください。今年のラジオ体操の日程

前半：７月２０日～７月２６日　７日間
　　　　　打瀬小学校　校庭
　　　７月２７日～８月２日　７日間
　　　　　海浜打瀬小学校　校庭
後半：８月２４日～８月３０日　７日間
　　　　　美浜打瀬小学校　校庭
　今年は３つの小学校全部で１週間ずつラ
ジオ体操があります。自分の番街の近くの
小学校で開かれるときは、子どもだけでな
くみんなで参加しましょう。
　今年は日曜日にもラジオ体操がありま
す。平日はおつとめで参加できないお父さ
んも参加できます。家族みんなで参加しま
しょう。

　打瀬中学校 20 周年記念で植樹
したタイサンボクが花をつけたと
いうので早速撮影に行ってきまし
た。真ん中あたりに白い大きな花
が咲いているのが（よく見ると）
分かると思います。今年植えたば
かりなのでまだ花の数は少ないの
かもしれませんが、中学生のよう
に逆風にも負けず毎年花をつけ続
けて欲しいと思います。

　夏休みにはまだ早いですが、今年もラジオ体操が実施されます。
　今年はなんとベイタウンの３つの小学校の校庭を 1週間ずつ使って 3週間で全部の小学校
での実施となります。
　日程は、前半として 7月 20日〜 26日の 7日間が打瀬小学校、7月 27日〜 8月 2日の 7
日間が海浜打瀬小学校、後半として 8月 24日〜 30日の 7日間が美浜打瀬小学校となり、そ
れぞれ連続で実施で日曜日もあります。毎朝 6：30から行われるので、みなさん近くの小学
校で参加してください。　【椙山（2012 年度ラジオ体操子どもリーダー】

昨年のラジオ体操練習会。本番で朝礼台
に上がって失敗することがないよう、何
度も動きを繰り返して覚える。

ラジオ体操が終わったあとはカードにハ
ンコを押してもらう。このハンコ押しも
子どもリーダーの役目。

（写真上）正門を入ってすぐ
の所に立つタイサンボクは外
からもよく見える。（写真右）
一輪だけ咲いた花。



　里音さんがヴァイオリンと出会ったのは
５歳のとき、ちょうど 10 年前だ。当時は
大人しか教えないと言われた芸大の清水貴
志氏に入門を許された。秘蔵っ子と言って
いいだろう。 それからは寝ても覚めても
ヴァイオリンという生活を送ってきたこと
は 2009 年 1 月号のベイタウンニュースで
も紹介した。
　ヴァイオリニストを目指し、 朝から晩
ま で ヴ ァ イ オ リ ン 漬 け の 少 女 に イ ン タ
ビュー。 きっと神経質で気むずかしいだ
ろうな。 そんなことを考えながらインタ
ビューに臨んだのだが、実際に会ってみた
里音さんはとても明るい中学生だった。よ
く笑うし、よく話してくれる。話が途切れ
るインタビューはいやだなと思っていた
が、そんな心配も無用だった。
　一緒に来てくれたお母さんの話による

　先月号でお知らせした、「ぱくぱくキッ
チン」という公民館主催行事が面白いと聞
き、6 月 14 日（土）にコアの調理室におじゃ
まして取材させていただきました。子ども
たちはヘルスメイトさんたちの手助けで楽
しく体験し学び、きっと帰ってからもお手
伝いを積極的にやっているんだろうなあと
思いました。 
　今回の参加者は小学校４年～６年の 10
人。定員 16 人ということですから、皆さ
ん次回は是非ふるってお申込み下さい。６
年生の２人は「前回が楽しかったから」と、
昨年に続いて２回目です。唯一の男子そう
た君は「ぱくぱくキッチンは初めてだけ
ど、パン作り教室に行ったこともある」と
いうお料理大好き少年です。 
　今回のメニューは、にんじんご飯のオム
ライス、レタスとハムのスープ、きゃべつ
畑のちぎりサラダ、しゅぱしゅぱポンチの
４品。３つの班に分かれて各調理台にヘル
スメイトさんたちがついているので安心で

と、小学生の頃は家にいる間はヴァイオリ
ンが手から離れることはないほど練習をし
ていたそうだ。だが小６の頃から朝から晩
までヴァイオリンではなく、考える時間が
増えてきたという。時間ばかりかけて練習
するのではなくて、 考えてできるように
なった。最近ではヴァイオリンを持つ時間
は少なくても、前と同じ成果がだせるよう
になり、それに応じて学校で友達と話す時
間も増え、今は学校に行くのが楽しいと話
す。
　8 月 9 日の千葉ニューフィルとの演奏会
ではサン＝サーンスの「ロンド・カプリチ
オ−ソ」を弾く。中学生には難曲だ。お母
さんは「本当に弾くの？」と聞くが自分は
弾くと決めている。主催者からは 10 分程
度でコンチェルトではなくオケと共演でき
る曲をと言われたのでこの曲を選んだ。難

す。 
　始まりは手洗いや包丁の持ち方手渡し
方、など基本的な安全のためのお約束の確
認から。野菜のすりおろしや包丁さばきを
見ていると慣れない手つきで、つい私も手
を出したくなりましたが、ヘルスメイトさ
んたちは見守り、班の仲間がいろいろアド
バイスするなどして、しっかりできるよう
になっていくのがわかります。 
　メインイベントは、オムライス。熱くて
重たいフライパンをうまく返してお皿にオ
ムライスをのせなくてはいけないのです
が、必要な時にヘルスメイトさんが後ろか
ら手を添えてくれたので、みんなうまく自
分でできていました。りんちゃんは「卵を
お皿に移すところが今回一番大変だったけ
ど、うまくできた」と充実の笑顔を見せま
した。「破れちゃったー」という子には「ケ
チャップで飾れば大丈夫」というアドバイ
ス。ブロッコリーと、ソーセー人（じん）
をかわいらしく添えて完成です。 

しい曲だからよけいやりとげたい。それが
終われば９月には高校受験のための準備が
はじまる。音楽系の高校を目指すのでその
課題曲に取り組む。
　将来の夢はと聞くと目を輝かせて自分か
ら話し始めた。オペラが好きなので、オペ
ラのバックで弾く演奏者になりたい。パリ
のオペラ座などでは専属のオケがあるの
で、その中で弾けるような演奏家になりた
い。ソリストとして華やかなステージを夢
みているのかと思っていたがちょっと意外
だった。自分のしたいことをしっかりと描
ききっている。この強さが里音さんをここ
までにしているのだと納得した。

　試食の時は、本当にみんなぱくぱく食べ
ていました。気がつくと野菜の量がかなり
多く、大人のお腹もしっかり満たされるぐ
らいなのに全員完食。 ごちそうさまでし
た。おいしかったー。そして片づけもみん
なで協力してあっという間にきれいになり
ます。最初は指示されるのを待っていた子
どもたちが、自分で気づいた仕事をどんど
ん進めていくようになっていました。 
　この料理教室はコア創設以来毎年行われ
ています。ヘルスメイトの井上さんは最初
からずーっと担当されているので、子ども
たちの指導も行き届いています。ヘルスメ
イトとは所定の講座を受けて千葉市から委
嘱を受け、食を通して地域の健康作りのボ
ランティア活動をしている「食生活改善推
進員」のこと。今回の目的は、まずみんな
に手作りの楽しさを体験してもらうことで
すが、野菜をたくさん食べることの大切さ
や方法を知ってもらうこともその一つでし
た。 参加者のふうこちゃんは「（翌日の）
父の日に、お父さんにオムライス作ろうか
な」と言っていました。みのりちゃんは「普
段作れないものが作れるし、ためになるこ
とが知れるから面白い」と感想を言ってく
れました。ヘルスメイトさんの気持ちは確
実に伝わっているようです。 
　さて、次回ですが、11 月 29 日（土）に
小学生（3 年生以上）と親の組み合わせで
親子料理教室を開く予定です。お父さんも
歓迎。料理を通してお子さんと触れ合う絶
好の機会ですよ。またベイタウンニュース
でもお知らせします。クリスマス前ですか
ら、それにちなんだ料理やスウィーツなん
てあったらいいなあ。 　【小原】

Who’s Who Vol.48   .........................................有働　里
り お ん

音さん打瀬から世界へ　ヴァイオリニスト

　「打瀬小にヴァイオリンですごい子がいる」。そんな話を聞いてインタビューしたのが５年前。
当時は小学３年生で「ヴァイオリンが大好き。朝起きてから寝るまで、食事をするときやお風
呂に入るとき以外はいつもヴァイオリンを離さない」と話す姿が印象的だった。有働里音。現
在打瀬中学校３年生。この８月、ニューフィル千葉管弦楽団にソリストとして招かれ、県文化
会館で共演する。夏休みには海外でのコンクールに出場し、それが終われば音楽系の高校受験
準備と忙しいシーズンを前にコアのアトリウムでお話を聞いた。　【松村】



7 月 26日（土）寺子屋工作ランド

よく鳴く「セミ」をつくろう
日時：7 月 26 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：工作用具
参加費：50 円（保険料）

第 129回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業）

日時：7 月 27 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：7 月 20 日（日）
申込先：TEL/FAX 276-3878　E-mail ymogaki@k4dion.ne.jp（大垣）

　「超一流のクラシック・コンサートを気軽にベイタウンで」を
目的につくられた「ベイタウン音楽文化振興基金」主催のコンサー
トを８月３日（日）に開きます。
　今回の出演は大物ヴァイオリニスト黒川侑です。黒川侑は昨年

「出光音楽賞」を受賞したヴァイオリニスト。第 75 回日本音楽
コンクールに若干 16 歳で優勝した後オーストリアに留学。現在
は留学中のヨーロッパを中心に活動をつづけています。
　幕張ベイタウンのホールには日本音楽コーンクールに優勝した
直後から出演し、今回が４度目のリサイタルになります。チケッ
トは 6 月 30 日よりベイタウン内の店舗で取り扱い販売しますが、
電話またはメールでご連絡いただければ取り置きし、当日の精算
も可能です。ぜひご家族でお楽しみください。

黒川侑ヴァイオリン・リサイタル
日時：８月３日（日）午後 2：00 開演（午後 1：30 開場）
場所：幕張ベイタウン・コア　音楽ホール
チケット：2,000 円（一般）、1,000 円（中学生以下）
ご予約は：TEL：276-3878（大垣、ymogaki@k4.dion.ne.jp）、ま
たは TEL：211-6853（松村、mazmbtn@gmail.com）までお知ら
せください。

日時：７月２７日（日）１３：００～１６：００
場所」ベイタウン地域連携センター（旧打瀬子どもルーム）
募集人員：２４人
参加資格：ベイタウン在住の小学生
参加費：無料
主催：社会福祉協議会／打瀬地区部会
申し込み：２１１−０９１８（高田）まで電話でお申し込みくだ
さい。先着順です。
締め切り：７月２０日（日）まで

①　夏の親子おはなし会
日時：7 月 24 日 ( 木 )　午後 3:30 ～ 4:00  3 歳児以上と保護者
　　　　   　　　　　　午後 4:00 ～ 4:30  5 歳児以上と保護者

（お子さんだけでも参加できます。）
場所：ベイタウン・コア　講習室
内容：絵本やおはなしを楽しみます。当日、直接会場に来てくだ
さい。
②　子ども 1 日図書館員
日時：7 月 30 日 ( 水 )・31 日 ( 木 )
　　　8 月 1 日 ( 金 ) 午前 9:30 ～ 12:00
場所：打瀬分館　　対象：小学 3 年生
定員：各 2 名（計 6 名）（応募者多数の場合は抽選）
内容：本の貸出・返却（カウンター業務）・本を元の場所へ戻す
　など
申込：来館または往復はがき、または電子申請で 7 月 16 日 ( 水 )
まで
③「夏休みに読んでみよう・小学生」のコーナーや中高生におす
すめの本の特集展示をしています。
詳細・問い合わせ：打瀬分 TEL：272-4646

幕張総合高校「第 19 回鼎祭」
一般公開：7 月 5 日（土） 9：15 ～ 15：00（14：30 受付終了）

検見川高校「第 39 回潮風祭」
一般公開：7 月 12 日（土） 9：30 ～ 14：30（14：00 受付終了）
演劇や喫茶、お化け屋敷など。是非お越しください。

7 月 19日（土）わくわくおはなし会　7月の常設おはなし会

わくわくおはなし会　7 月の常設おはなし会
日時：7 月 19 日　　第 3 土曜日　　10：30 から
場所：ベイタウン・コア講習室
予約不要　途中入場できます。
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ぜひきてね！
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）

　7 月のコア・イベント

黒川侑ヴァイオリン・リサイタルのお知らせ

「夏休みこども将棋大会」めざせチャンピオン！

「打瀬分館」夏の行事のお知らせ

近隣高校文化祭の日程

　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 28 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
29
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 1.2%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

7 /12 13：00～17：00( 土 )

7 /19 13：00～17：00( 土 )

7 /21 17：30～20：00( 月、祝 )




