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　去る 2 月 23 日（火）15 時過ぎ、下校し
た 1 年生の息子と、会場である公民館裏の
地域連携センターを訪ねました。
　「わあー！やってるやってる！」外から中
の様子を覗き無邪気に声をあげた息子です
が、ドアを開けると参加者の対局中の真剣
な雰囲気に少し緊張した様子…。でも大丈
夫、主催の高田さんはじめ、皆さんが優し
く迎えてくれます。
　この日は参加者 6 名と少なめですが、女
性も 2 名おりそのうちのお一人、古賀さん
が「ぜひ一局」と息子に声をかけてくれま
した。子どもも照れくさそうに向かい側に
座り、ここに世代を超えた真剣勝負が始ま
りました。　　　
　古賀さんは、将棋の経験としては子ども
の頃父親から手ほどきを受けた程度だが、
このサロンを知って通うようになり腕を磨
いているとのこと。「自分が対局していなく
ても、参加者の対局の様子を見ているだけ
でとても参考になるのよ」と別の女性も話
して下さいました。将棋というと男性のイ
メージが強かったのですが、女性も参加さ

れている様子を見て、世代も性別も問わず
楽しめるものだと感じました。
　主催の高田さんにお話を伺ったところ、
このサロン開催の経緯は、高田さんが美浜
打瀬小わくわくキャンパス指導員をされた
ことをきっかけに、コアフェスタで子ども
将棋大会を実施。その際社協の方とご縁が
あり、社協の将棋サロンとしてセンターで
定期的に開催するに至り、現在 4 年目との
こと。毎月第４火曜に開催しており、平日
はシニア世代がほとんどだが、火曜が祝日
に当たる場合も開催するので、現役世代の
方もぜひお待ちしていますとのこと。また
子ども将棋大会は夏休みにも開催され、熱
戦が繰り広げられるそうです。
　子どもの頃から無類の将棋好きで、「週刊
将棋新聞」（そんな新聞があることを記者は
初めて知り驚きました！）を愛読している
という高田さんにとって、将棋の魅力は「何
といっても非常に奥が深いこと」だそう。
どんな名人でも何時間思案しても正解がな
いし、相手により展開も変わる。そんな魅
力をぜひ皆さんも体験してみませんか。も

ちろん将棋が得意でなくても良いのです。
初心者大歓迎だそうですよ。
　さて、今回の息子と古賀さんの対局、記
者が参加者と談笑し、 高田さんのインタ
ビューを終えてもまだ続き、サロンの終了
時間を超えても決着つかず…、ついに１時
間以上の熱戦？の末、古賀さんのご好意と
高田さんのご判断により小学生の優勢とし
て終了したのでした。将棋って粘り強さも
身に付きそうです…。後片付けの際、「駒
をしまう時は、一度全て盤に並べてからし
まうんだよ」と高田さんからのアドバイス。
なるほど、将棋の流儀や作法なども、こう
して学べるのだなと思いました。
　ふれあい将棋サロン、将棋を通じた交流
の輪がさらに拡がるといいですね。

【ふれあい将棋サロン】
毎月第４火曜午後 13 時半～ 16 時
センターにて、
お問合せ：高田さん TEL：211-0918

　マンションの掲示板などで見かける、社会福祉協議会毎月のお知らせ、「ふれあい将棋サロン」
という案内に関心を持たれた方はいらっしゃいますか？
　息子が祖父の手ほどきを受け将棋に興味を持っているのですが、地域にこうした場があるな
ら、子どもが地域の方と触れ合うきっかけにもなり、親では知識不足で教えてあげられない将
棋の戦術などアドバイスを受けられるのでは…という淡い期待もあり、いつか子どもと参加し
たいと思っていました。　【斎田】

子どもも大人もみんなでいこう　　ふれあい将棋サロン



スタッフ募集中�

～全ての人が心豊かに高齢社会をむかえるために～	  

学研ココファン  幕張ベイタウン    は、�
ベイタウン内  唯一の  サービス付き高齢者向け住宅  および�
デイサービスです。�

グリーナ北側、くすりの福太郎さんの�
奥になります。�

身近な場所で一緒にお仕事しませんか？�
研修制度充実しています。�

⽣生活相談員
  (地域限定正社員)

デイサービスの相談員業務と身体

介護等、介護業務全般

　　月給（処遇改善手当含む）

　　240,700円～
8：3 0 ～1 7 ：3 0

休日	 日曜日他

介護福祉士、社会福祉士、

社会福祉主事（任用含む）

いずれかお持ちの方

デイサービス
  介護スタッフ

デイサービスでの介護業務全般

(送迎含む）。学研の脳活性プログ

ラムの提供など

時給	 970円～
※処遇改善手当含む

8：3 0 ～1 7 ：3 0

休日	 日曜日他

週3日～O K

介護職員初任者研修修了

ヘルパー2 級以上

住宅宅介護スタッフ
入居者様の身体介護・生活援

助、その他生活サポート全般

時給  970円～
※処遇改善手当含む

朝～8時、夜1 8 時～200円up

7 ：0 0 ～2 0 ：0 0

の間で4時間以上

週3日～

介護職員初任者研修修了

ヘルパー2 級以上

夜勤専⾨門介護スタッフ
サービス付き高齢者向け住宅

での夜勤

　1勤務（処遇改善手当含む）

　   　20,000円～
1 7 ：0 0 ～翌9 ：0 0

週1 日～勤務O K

介護職員初任者研修修了

ヘルパー2 級以上

⽣生活サポートスタッフ
	 	 入居者様の誘導、食事の

	 	 	 配下膳、環境整備など

時給	 850円～
朝6時～８時	 	 950円
夜1 8 時～2 0 時	 950円

7 ：3 0 ～2 0 ：0 0

の間で1 日3 時間～

週2 日～O K

無資格者O K

厨房スタッフ
　簡単な温めや盛付・

　洗浄作業になります。

時給	 850円～
朝6時～８時      9 5 0円
夜1 8 時～2 0 時	 950円

朝	 6 ：0 0 ～9：0 0

夕1 6 ：0 0 ～2 0 ：0 0

いずれかの時間帯で

週1日～でO K

資格不問

厨房経験ない方もO K

☎0120-102-558  または  043-351-7181　お気軽にお電話ください。�

幕張ベイタウン ハロウィンパーティー
2016 実行委員 & スタッフ募集

サマーコンサート出場者募集

春休みがはじまった

　おかげさまで打瀬 2 丁目公園で開催さ
せて頂いてる幕張ベイタウン ハロウィン
パーティーはご参加くださる方々から好評
を頂き、本年も 10 月にイベント開催する
運びとなりました。
私たちがこのイベントを行う目的は、
①ベイタウンのまちおこしと活性化

②世代・国籍を問わない地域住民のコミュ
ニケーションの場作りです。
一緒に「幕張ベイタウン ハロウィンパー
ティー 2016」を盛り上げませんか！
ご興味のある方はメールでお問い合わせく
ださい。

【募集資格】幕張ベイタウン在住、月に 1
回ミーティングに参加出来る、Facebook
のアカウントお持ちの方（連絡事項等）【内
容】イベント企画、運営。当日スタッフ。

【締切】4 月末日
お問い合わせ先 : btwomen.vol@gmail.com

（幕張ベイタウン女子部 中）

ベイタウン・コア恒例のサマーコンサート
の出場者を募集しています
日時：6 月 26 日 ( 日 )11:00 ～ 17:00 予定
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
ピアノ・ヴァイオリンその他の楽器、声楽、
合唱などソロでもアンサンブルでも
 
出 場 申 込 み 先： 小 野 寺　TEL/FAX 211-
0675
受付期間４/2( 土 ) ～４/30( 土 )　但しいっ
ぱいになり次第締め切らせていただきま
す。

　締め切り間際のベイタウンニュースで予
定していた記事が埋まらず、少し空きがで
きてしまい困っていたら、下の１丁目公園
から子どもたちの賑やかな歓声が聞こえて
きました。丁度春休みがはじまったばかり
でいつもの放課後よりも開放感がいっぱい
です。
　何か記事のネタはないかと行ってみると
タイミング良く数人の小学生のグループが
声をかけてくれました。昨年授業を取材さ
せてもらった美浜打瀬小の４年生だそうで
す。 写真を撮ろうというとすぐに集まっ
て、「イェーイ」とポーズをとってくれま
した。「ベイタウンニュースに載せて」と
いいます。
　渡りに舟とはこのことです。「いいよ。

それじゃ話を聞かせて」と頼んで、「春休
みはいつから？」とか「学校で今どんな遊
びが流行っているの？」 と話を聞きまし
た。
　そこまでは良かったのですが、 その後
もっといい写真をと頼んだところ、なんだ
か緊張しています。最初に「イェーイ」と
弾けた表情で写ったときとはちがって、「よ
そ行き」の表情になっていました。
　失敗です。 たったこれだけのことで表
情、つまりは心理が変わってしまったよう
です。これは僕の完全な失敗でした。子ど
ものいい表情を引き出すには、こちらもい
い記事にしたいから子どもらしい表情をな
どと余計な下心は持たないことです。
　もっともすぐ後で４年生達はまた歓声を
上げて遊んでいました。みんな協力ありが
とう。４月からいい５年生になろう。

【松村】

写真はもちろん「いい表情」版です



　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 31 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
32
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(5830)3325 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

4 /23 17：00～20：00( 土 )
4 /24 13：00～17：00( 日 )

5 /1  9：00～12：00( 日 )
4 /29  9：00～12：00( 金 )

　４月のコア・イベント
4 月 16日（土）わくわくおはなし会　4月の常設おはなし会

わくわくおはなし会　4 月の常設おはなし会
日時：4 月 16 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://blog.livedoor.jp/chibawaku/ ＊＊
お問合せ先：chibawaku2@freeml.com

4 月 23日（土）寺子屋工作ランド

なぞの「ベンハムのコマ」
日時：4 月 23 日　　第 4 土曜日　　9：30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
黒と白だけでかいた模様のコマなのに、回すと紫や緑の色がでる。
なぞのコマです。
持ってくるもの：えんぴつ、はさみ、木工ボンド、黒のサインペン
参加費：50 円（保険料）

第 148回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業 )

日時：4 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。非公開でのご利用を
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。
締切：4 月 17 日（日）
申込先：043-211-6008　（林）。
email：hayamho@gmail.com

図書館からのお知らせ

子ども読書の日記念 親子おはなし会  
日時：4 月 28 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～      ：絵本の読み聞かせを行います。
  5 歳～小学生：絵本の読み聞かせなどを行います。
 当日、直接会場に来てください。

図書館では、わらべうたと絵本の会を行っています。
詳しくは、打瀬分館までお問い合わせください。

詳細・問い合わせ：打瀬分館 TEL：272-4646

〜歌の好きな子、上手になりたい子、あつまれ〜！！〜
《ジュニアコーラス　フェアリーズ入会希望者体験会》

日時　４月２３日（土）　
      　幼稚園年長～２年生　10:30 ～ 11:30
　　　３年生～高校生　　　11:00 ～ 12:00
場所　打瀬公民館コア音楽ホール

「興味があるけれど自信がない」「引っ越してきたばかりでお友達

を作りたい」そんなあなたもだいじょうぶ！明るく元気なメンバー

が待っています。

 フェアリーズでは、音楽を楽しむことを大切にして

いますが、その歌声は全国トップレベルで、今年は

「関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト」に千葉県

代表として出場し、みごと一般部門１位金賞を受賞

しました。

夏には「少年少女合唱祭全国大会」に出場します。

丁寧に指導致しますので、初心者も大歓迎です。お

気軽にご参加ください！

お申し込み方法：jcfairiesoffice@yahoo.co.jp にお名前・

学年・電話番号をご連絡ください。

ジュニアコーラス フェアリーズについては

HP をご覧ください！ http://jc-fairies.net/

ベイタウンニュースの配布にご協力ください
　ベイタウンニュースは毎月第１土曜日に私たち住民のボランティ
アの手で行っています。しかし新しい番街が増え、配布していただ
くサポーターが足りなくなっています。お時間のある方でベイタウ
ンニュースの配布にご協力いただける方はご連絡をください。
　毎月確実に参加できなくても結構です。また直接取りに来られな
い方には宅配ボックスを使ってお届けすることもできます。どうぞ
よろしくお願いします。
TEL：043-211-6853、E-mail：mazmbtn@gmail.com（松村）


