
　朝マラソンの時間が終わると、顔をほて
らせ、額に汗をにじませながらも、みんな
なんだか清々しい表情で校舎へ戻って行き
ます。中には「7 周走った！」という子も。
1 周約 250 ｍなので、1.75 ㎞。なかなかの
距離ですね。朝の始まりに走ることで、すっ
きりした気持ちで意欲的に授業に臨めるの
ではないでしょうか。給食前にお腹ペコペ
コかな…。
　マラソンは、走る前は本当に気が重たく
て、逃げ出したくて…、でも耐えて走り終
えた後の爽快感、達成感はなんとも言えず
格別という経験を子どもの頃にした方も多
いのではないでしょうか。
　今回の朝マラソンの期間は 11/2 ～ 11/18
迄、美浜打瀬小恒例の校内マラソン大会に
合わせて実施されました。
　マラソン大会、となると緊張や様々なプ
レッシャーで抵抗感が強い子もいると思い
ますが、それぞれ自分の目標が達成できれ
ばいいですね。私たちも子どもの走る姿に
感動し励まされ、がんばろうという気持ち
になります。

　この朝マラソンの練習につづいて、美浜
打瀬小では恒例の「マラソン大会」が開か
れました。
　マラソン大会は中学年 (11/16）、低学年
(11/17）、高学年 (11/18）と３日間に分け
て行われ、学校の周りを周回するコースも
それぞれの学年用にレベルを分けて設定さ
れています。街の中を走るマラソン大会は
少し窮屈かなと思いましたが電柱のない広
い歩道をマンションをバックに大勢の子ど
もたちが走る姿はこの街ならではの風景で
した。
　マラソン大会では沿道で応援する保護者
の方や、旗を持ってコースの安全確保に当
たる保護者の方のサポートも目立ちます。
中にはくじけそうになっている自分の子に
駆け寄って伴走するお父さんもいて、つい
感激してしまうような場面もありました。
　６年生にとってはこれが小学生最後のマ
ラソン大会。この大会で自信を得て中学で
陸上部という子もいるでしょう。何年か先

には「ベイタウンから箱根へ」という見出
しで記事が書けるかもしれません。【松村】
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　美浜打瀬小学校では毎年３回、始業前の時間を使って「朝マラソン」が実施されて
います。マラソンは私たちが子どものころは夏のラジオ体操とならび、冬に身体を鍛
える運動の花形でした。自分の小学生時代のつらく苦しい真冬のマラソンを思い出し
ます…。今の小学生のマラソンはどんな様子か気になり、取材してきました。【斎田】

　取材に訪れたのは 11 月 11 日の早朝 7:50
頃、朝の会がはじまる前 10 分という時間
でした。雨が続いた後の秋晴れの朝、背筋
がピンと伸びるようなひんやりとした空気
の中、美浜打瀬小のグラウンドをのぞくと
…、圧巻です！。大勢の子どもたちが元気
よく、ぐるぐるとグラウンドを走っていま
す。高く澄んだ青空と紅葉、きれいな校舎
を背景に１年生から６年生までが一斉に走
る姿はなんだか見ているこちらが圧倒され
るくらいです。この時間、学校の周辺はま
だとても静かなので、その対照さがとても
印象的です。
　子どもたちは各自登校後、ランドセルを
教室に置くとグラウンドに出て走り始める
のですが、次から次へと、ぴょこんと元気
よく校舎から飛び出して来る児童の姿は見
ていて微笑ましいです。お話を伺った金田
先生によると、期間中毎日約 300 人が参加
し、1，2 年の低学年ほど、より張り切って
参加しているとのこと。コースはグラウン
ドに同心円を３つ描き、それぞれ低中高学
年に分けて走ります。
　朝マラソンは美浜打瀬小学校が開校以
来、体力づくりの一環として行われている
そうで、毎年 7 月、11 月、2 月の年 3 回程、
各 2 ～ 3 週間の期間を設けています。時間
は朝 7:50 ～ 8:05、登校次第参加する形で
実施されているとのことです。
　美浜打瀬小では子どもたちに目に見える
目標を持ってもらおうと「マラソンカード」
というツールを考えました。走った距離に
応じてマス目を塗り、最終的に 42.195 キ

ロに挑戦する、というもの。ひとりひとり
が自分のペースで目標を決めて取り組める
工夫がされています。このマラソンカード、
学校でのマラソンだけでなく、朝の登校前
や放課後、自主的に走った時もマス目を塗
れるそうで、見事フルマラソンの距離を達
成し、2 枚目まで行く児童もいるそうです。
最近、朝の散歩のときに子どもたちが走っ
ている姿を見かけるのはこのせいだったの
ですね。

目指せ 42.195 キロ！
　美浜打瀬小　朝マラソン

マス目がつけられたマラソンカード。全部埋
めると 42.195km のフルマラソン達成。



（写真上）通勤のため駐められたと思われる自
転車。ベイタウン街区のシールがある自転車
が多くある。（写真下）放置されたまま野ざら
しになっている自転車。

しました。このような不法駐輪は今年６月
から三井アウトレット駐輪場が整備され有
料化となったときから増えているとのこと
です。それまではアウトレットさんにご迷
惑をかけていたということですね。
　また、持ち主不明の放置自転車もひどく、
年に２～３回警察立会のもとに処分をして
おり、年間 100 台以上にもなるとのこと。
当然その費用は税金です。 盗難車なので
しょうか長期間放置されたと思われる自転
車が横倒しになり、破壊されたものもあり
ます。これだけあると迷惑駐輪なのか盗難
された放置車なのか区別がつきません。美
観・景観が損なわれるのも問題ですが、ひ
いては安全の問題にも関わると思います。
　落書きやゴミの散乱など、軽犯罪になら
ない状態を放置しておくと、その地域の犯
罪に対する意識は低いと判断され、治安の
悪化につながるという理論があります。こ
の写真を見て、皆さんはどう感じるでしょ
うか。公共の場でいかに秩序が守られてい
るかでその地域の住み心地や公共心の高さ
が測られるものです。

　早速記者はある平日の朝８時に幕張海浜
公園の駅側の道を歩いてみました。水路と
植え込みを挟んだ公園の部分に、ここは駐
輪場だったかしら、と思わせるぐらい多く
の自転車が乱雑に置いてあります。ざっと
数えて 200 台ぐらいありました。後部にベ
イタウンの街区のシールが貼ってある自転
車が多数あります。（そこは駐輪場ではあり
ません！）
　また、公園入り口の駐輪場はすでに満杯
状態で、歩道にはみ出しているものもあり、
通行に迷惑で危険です。公園の駐輪場は公
園を利用する人のための場所であって、通
勤・通学の人が占有するところではありま
せん。（常識！）
　皆さんの通勤の様子を眺めていると、ほ
とんどの自転車は高架下の市営駐輪場に吸
い込まれていきます。その一方、駐輪場で
ないところに当たり前のように停めて、小
走りに駅に向かう残念な人たちも目につき
ました。
　このことについて県立幕張海浜公園みど
りと海パートナーズの所長上岡さんに取材

　市営駐輪場の来年度分の一次受付は終わ
りましたが、 二次受付が１月 15 日 か ら。
詳しくは駐輪場の受付の冊子か、千葉市の
コールセンター 245-4894 をご利用下さい。

幕張海浜公園の駐輪問題を実際に見てみました
　11月中旬、マンションの掲示板に「公園の駐輪場の利用についてのお願い」という文書が
貼られていました。幕張海浜公園の駅側のスペースが通勤・通学者の無分別な駐輪によって景
観が損なわれているという切実な訴えです。どのような状況なのか見て来ました。　【小原】

　ベイタウンの道路照明の LED 化に伴い、灯具が交換されます。
デザイン性が高く、街の景観にも重要な役割を果たしているベイ
タウンの道路照明のある風景を記録として残しておきたいと写真
コンクールを実施しました。10 月中の募集期間に 16 の作品をお
寄せいただきました。ありがとうございました。
　幕張ベイタウン協議会・景観委員会に設置した選考委員会委員
からの意見をまとめ、以下のように最優秀賞１名優秀賞２名を決
定いたしました。

【幕張ベイタウン協議会・景観委員会：湯浅】

最優秀賞：大串和紀様
優秀賞：船木正法様、酒井みどり様
写真は左から、大串氏、船木氏、酒井氏の受賞作品です。

選考委員（敬称略）
委員長：金丸宜弘（環境設計研究所　代表　（千葉市まちづくりア
ドバイザー））
委員：熊谷俊人（千葉市長）、根本進（打瀬公民館長）、山田淳巳（UR
都市機構　千葉エリア経営部　部長）、鎌倉慶一郎（幕張ベイタウ
ン商店街振興組合　副理事長）、山根治仁（ベイタウン写真クラブ
　会長）、遠山孝行（幕張ベイタウン協議会　会長）、伊藤正昭（幕
張ベイタウン協議会　副会長）

　受賞の皆様には、ベイタウン商店街振興組合様と UR 都市機構様
から、ささやかですが賞品をお届させていただきます。詳しい選
定結果は幕張ベイタウン協議会ホームページ：
http://www.bt-machi.com/をご覧下さい。
　選考委員をお願いした千葉市長からは「冬の風景など、コンクー
ルのために撮影された写真だけではないことからも、応募された
皆さまの街への想いを強く感じました。このたびの LED 化で、新
しい灯具となる道路照明灯につきましても、幕張ベイタウンの皆
さまに愛着を持っていただけますよう願っております」とのコメ
ントをいただきました。

〜私の好きな道路照明がある風景〜　結果発表！



　12 月のコア・イベント
わくわくおはなし会　12 月の常設おはなし会

クリスマススペシャル
日時：12 月 19 日　　第 3 土曜日　　10：30 から
場所：ベイタウン・コア工芸室
予約不要　途中入場できます。
今月はクリスマススペシャルで、わくわくするお話しを用意してお
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：chibawaku2@freeml.com

寺子屋工作ランド

よく鳴る「でんでんだいこ」
日時：12 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：よく切れる「はさみ」、セロテープ、ビニールテー
プ（ある人）
参加費：50 円（保険料）
保護者の方も参加されるときは材料費 50 円を負担いただければ幸
いです。コア・アトリウムに見本を展示してあります。

　クリスマス前のひとときを、音楽あふれるコアホールでお過ご
しください。
日時：12 月 20 日（日）開場 10:45、開演 11:00
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
内容：ピアノ、うた、楽器演奏、街の子どもたちによるベル合奏。
主催：ベイタウン音楽愛好会
お問い合せ：大垣　TEL:276-3878

　年の瀬が近づきベイタウンでも車上ねらいなどの犯罪が増えて
います。
　11/16（月）深夜と 11/17（火）早朝には連続して打瀬３丁目
道路上で施錠してあった駐車中のクルマの窓ガラスを割る「車上
ねらい」が発生しました。また 10 月には「空き巣」と自転車窃
盗も発生しています。気を付けましょう。

千葉市立海浜病院　市民講座
　日本女性が発症するがんで最も多いのは乳がんです。今回の講
座では乳房の自己検診、マンモグラフィーなどについてわかりや
すく説明致します。お誘い合わせの上お気軽にご参加ください。
日時：12 月 26 日（土）14：00 ～ 16：00
場所：打瀬公民館　講習室
講師：有田　志穂（千葉市立海浜病院　乳がん看護認定看護師）
申し込み：事前申し込みは不要です。当日会場までお越しくださ
い。
お問合せ：千葉市立海浜病院　地域医療研修委員会
TEL：043-277-7711（内線 390）

①　わらべうたを楽しもう（毎月第 2 水曜日）
日時：12 月 9 日 ( 水 ) 午前 10:00 ～ 10:30  1・2 歳児と保護者
  午前 10:40 ～ 11:10   0 歳児と保護者
場所：ベイタウン・コア　講習室
内容：体を動かしながら、わらべうたで遊びます。
 当日、直接会場に来てください。
②　冬の親子おはなし会　
日時：12 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、
  小学生
  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：3 歳～：パネルシアターや絵本の読み聞かせ。
 5 歳～小学生：パネルシアターやおはなし（素話）。
 当日、直接会場に来てください。
③　年末年始休館のお知らせ
　　年内は、12 月 27 日 ( 日 ) まで開館します。
　　年明けは、1 月 5 日 ( 火 ) から開館します。
詳細・問い合わせ：打瀬分館　TEL：272-4646

第 27 回ベイタウン音楽会

注意！　ベイタウンでも犯罪が増加中

乳がん検診について正しく知ろう

図書館からのお知らせ

　ベイタウンニュース年末の恒例行事、「新年　年男年女撮影会」
を行います。2016 年の干支は「申」（さる）です。12 年に 1 度
のベイタウンニュース新年号を飾るチャンスです。たくさんの方
の参加をお待ちしています。
日時：2015 年 12 月 19 日（土）　午前 10：00 ～
場所：ベイタウン・コア　アトリウムに集合
当日雨の場合はコアのアトリウム内で撮影します。
問い合せ：ベイタウンニュース　松村（TEL：211-6853）

ベイタウンニュース新年号に載ろう
ニュース恒例　年男年女撮影会

　ベイタウンから京葉線の線路を挟んですぐの場所に建設中の本
田圭佑選手のサッカーパーク ZOZOPARK が完成間近です。つい
先日計画発表があったばかりのような気がしますが、いよいよ今
月にはプレオープンします。12/25（金）には千葉市内の子ども
たちを招いてのスクーリングも行われる模様。更に 2016 年度か
ら新高校１年生のセレクションなど具体的なイベント計画も発表
されています。
http://honda-sports-land.com/zozopark/

「ZOZOPARK honda football area」プレオープン

急ピッチで進む「ZOZOPARK honda」（ファーストウィング
19 階から撮影）

　本年もベイタウンニュースの発行にご支援いただきありがとう
ございました。来年もよろしくお願いします。
　ベイタウンニュースの配布をしてくださるボランティアを募集
しています。毎月１回土曜日の午前中の時間をお貸しいただけれ
ば大変助かります。
お問合せ：松村　TEL：211-6853 、mazmbtn@gmail.com

本年も発行にご協力ありがとうございました


