
第 239 号（2017 年 4 月1日号）
幕張ベイタウンニュース編集局

http://www.baytown-news.net/

祝　卒　業



【あいさつ・右側歩こう運動】
　打瀬小学校では、計画委員会と６年生の
奉仕活動で、あいさつをすること、右側を
歩くこと、走らないことを学校中に呼びか
けました。この活動を行った理由は、計画
委員会にできることは何かなとみんなで話
し合ったらこの案が出ました。（齊藤敦也）

　私がこの活動を行った理由は、曲がり角
でぶつかってけがをするということが打瀬
小でよくあったので、このような活動を行
おうと思いました。このような活動を行う
ことで、けがをする人が減り、あいさつを
するということも増え、元気のある小学校
となることができ、この活動は成功しまし
た。（中村りさ）

【卒業前の奉仕活動】
　私は奉仕活動で５年生たちと遊ぶことに
なりました。みんなが楽しめる遊び、ルー
ルを考えるのは少し大変でしたが、みんな
が楽しんでくれたので、とても嬉しかった
です。この経験を生かし、中学校でもいろ
いろな計画を立てていきたいです。

（柳瀬花梨）

　1998 年５月号のベイタウンニュースに
は「コア建設　無期限凍結か」と題する金
記者の記事が掲載されました。企業庁が突
然建設計画の見直しをはじめたのです。理
由は資金難でした。ベイタウンはバブル絶
頂期に計画された街でしたが、第１期の入
居がはじまる頃にはすでに日本経済は長い
トンネルへの入口に入りかかっており、そ
の財政状況の悪化がコア建設に響いた形で
した。
　それまで１期で開発するとしていた予定
地を現在コアの建っている部分と残りの部
分（現在は空き地と駐車場）の２つに分け、
２期に分けて開発しようというものです。
しかし２期目の時期は明示されず、第２コ
ア予定地として残すものの実質的にはコア
開発計画の縮小でした。下川さんが率いる
「コア研」もやむなくこの計画変更を受け入
れ、決定された第１期部分に住民の希望す
る施設が建てられるよう努力することにな
ります。
　1 年後の 1999 年６月号のベイタウン

　私は２年３組のみんなと一緒に掃除を行
いました。２年生たちに見本として行うの
で、少し緊張しましたが、掃除を終えた際
いろんな人に「ありがとう」の言葉をもら
え、達成感あふれる、よい奉仕活動にする
ことができました。これからもいろいろ
な人とのふれあいを大切にしていきたいで
す。（丸山菜那子）

【中学校での生活について】
　私は中学校で勉強に追いつけるように中
学校に入ったら毎日勉強を欠かさずしたい
です。また、部活動で部長になって、みん
なをまとめる役をしたいです。中学では新
しい友達がたくさんいるので、早く仲良く
なって中学校生活をとても楽しくしたいで
す。（藤原ひまり）

　私は中学生になっても様々なことに挑戦
していきたいと思います。中学校では部活
動が始まります。その他にも新しい友達を
作ることになります。ですから、中学生に
なっても失敗を恐れず、たくさんのことに
挑戦していきたいと思います。（平野真彩）

ニュースには再開されたコア計画のことが
詳しく書かれています。記事を書いたのは
当時コア研の代表メンバーとして企業庁・
千葉市との会議にも出席していた茂木記
者。企業庁は千葉市に対して完成後の施設
の管理を住民に委ねる案も提案していまし
たが、千葉市が土地と建物を譲渡され、管
理運営も行うことを選択した経緯が報じら
れています。
　この頃のコア研での課題は複合施設であ
るコアにどんな施設を望むかということで
した。千葉市と合意された計画では図書館
と子どもルーム、そして多目的スペースと
いう案に絞られていましたが、問題は多目
的スペースでした。コミュニティーコアで
何をしたいかを問うことから始まったコア
研の集まりは、最終的にはこの多目的スペー
スに何を作るかということに集約されます。
この話し合いの結果を住民全ての合意とい
えるようにするためコア研は頻繁に公開の
会議を開き、話し合われたことを漏らさず
議事録として徹底して公開していきました。

多目的スペースにはアコースティックな響
をもつ小規模な音楽ホールを作るという住
民合意はこのような徹底した情報公開を行
い、積み重ねた議論の結果です。
　しかし進み始めたコア計画でも住民が予
想もしなかった問題が持ち上がります。そ
れはこの施設の管理・運営方法でした。住
民の考えとしてはここまで開発に関わった
のだから図書館と子どもルームは別にして
も、音楽ホールとその周辺の施設は住民
が運営するのが当然だろうと考えていまし
た。住民の意見を集約し建てられる音響の
良い 200 席ほどの音楽ホールはベイタウン
在住の音楽家や内外からの著名な演奏者を
招いて定期的に演奏会が行われる。その運
営はコア研を母体にした住民団体が行うの
は自然な流れです。
　しかしこの施設を企業庁から受け取り管
理者となる千葉市はこの案に反対します。
千葉市からすれば住民が運営するホールな
ど前例がなく、地域交流のための公共施設
なら「公民館」として管理すればいいとい
う考えでした。現在のコアをめぐる様々な
問題はここから起きています。 【松村】

（つづく）

11子ども記者が伝える

打瀬小学校6年生

　卒業式を前にした2月下旬〜3月中旬にかけて、６年生たちは打瀬小での最後の活動をして
いました。今月はその様子と中学生になる抱負を６年生に書いてもらいました。

シリーズ　ニュース創刊の頃の話 (7)　コア研その後

2 月下旬～ 3 月中旬にかけての行事の様子

児童集会の様子

卒業式の準備

６年生を送る会



４月 22 日（土）　コアホールにて　（初心者も大歓迎です！！）
♪幼稚園年長～小２年	 		9：50 受付　10：00 ～ 10：40
♪３年～高校生	 10：20 受付　10：30 ～ 11：20
問い合わせ先：	 E メール：jcfairiesoffice@yahoo.co.jp
	 ホームページ：http://jc-fairies.net/
たくさんのメンバーが、フェアリーズで音楽や芸術的感性を育
み、歌の技術や正しい発声法を学ぶだけでなく、身に付いた表現
力を生かし、あらゆる場面で活躍しています。
「すべての基本がここで学べます。一緒に感動体験しましょう！」
【ジュニアコーラス　フェアリーズ】
指導：森本真由美
ピアノ：臼田圭介・山埼葉子
千葉県合唱アンサンブルコンテスト８年連続金賞受賞
関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト 2016　一位金賞　
東京春のコーラスコンテスト（MSCC）2014　一位
29 年度　全国大会出場決定！ (7 回目 )
羽田空港協賛のミュージカル公演決定！

　講座の講師はベイタウン在住の子育てマ
マで理学療法士の平岡真由美さん。親子で
支援センターへ通い、保育士さんと様々な
話をする中で今回の講座開催のきっかけが
生まれました。
　今街で多く見かける、人気の抱っこ紐を
使用した抱っこスタイル。理学療法士とい
うプロから見て正しい使い方が知られてい
ないな、と気になっていたそう。
　例えば夫婦交代で同じ抱っこ紐を使用す
る場合。父親が使用したままの緩い状態で
母親が装着している様子を見かけ、危ない
と思っていたそうです。これは絶対に避け
てくださいね。
　講座では、抱っこの仕方が母親の姿勢は
もちろん、乳幼児の姿勢形成に影響するこ
とについて解説がありました。赤ちゃんの

「反りぐせ」が気になる時がありませんか？
これも抱っこの仕方（その時の赤ちゃんの
姿勢）が影響しているそう。成長して学童
期に良い S 字カーブの背骨が形成されるた
めにも抱っこ期が重要、ということです。
　さて、ではなぜ良い姿勢が大事と言われ
るのでしょう？成長し、猫背の状態だと横
隔膜がきちんと機能せず呼吸が浅くなり、
口呼吸になりやすいそうです。口呼吸は病
気にかかり易いだけでなく、浅い呼吸によ
り自律神経に影響を与えてよく眠れない、
集中できない、といった状況につながるこ
とも…。姿勢と呼吸が大いに関係があるこ
とがわかりますね。親子共に良い姿勢で過
ごせるよう、ぜひこの機会に意識してみよ
うと思いました。

　抱っこ期の
お子さんを持
つ方に確認し
て頂きたい点
を最後にまと
めました。ぜひ
家族で、お友達
同士でチェッ
クしてみてく
ださいね。

【抱っこ紐装着のポイント】
①	 お腹周りのベルトは腰ではなくウエス
ト部分できゅっと絞めるようにしっか
り留める

②	 三点支持の抱っこ紐の背中のベルトは
首の下ではなく、肩甲骨の下で留める
（写真参照）つまり、手を頭の方からで
なく、下から入れて留めるのです。

	 ※記者も含め参加された方全員が、首
の下で留めるものだと思っていて、驚
きでした。

③　赤ちゃんを抱っこしたら、赤ちゃんの
お尻の位置は親のお腹の近くになって
いるか、足がきちんとM字（膝の位置
が股関節より上の位置にくる）に開脚
されているか。

春からベイタウンで新生活を始めた子
育て家族の皆さん、ようこそベイタウン
へ！
　子育て支援センターでは、アットホーム
な雰囲気の中、優しい保育士さん達がひと
りひとりを大切に見守って、親身になり接
してくれます。どうか気軽に訪ねてみてく
ださいね。周囲にどんどん頼りつながって、
親子ともに笑顔溢れる新生活でありますよ
うに。
◇「子育てひろば・うたせ」打瀬保育園内
月～金：9 時～正午、13 時～ 16 時、
土：9 時～正午　　　　　電話：273-6646
◇平岡真由美さん主宰
ママ理学療法士によるアロマサロン『BLUE
　LAGOON』http://ameblo.jp/bluelagoon502/

　「子育て中の方にぜひ広く知って頂きたくて」と子育て支援センター「子育てひろば・うたせ」
保育士の土井さんからお誘いを受け「ママと赤ちゃんのための抱っこ講座」へ行ってきました。

【斎田】

プロが伝授　「抱っこひも」の正しい使い方
～ママと赤ちゃんのための抱っこ講座～

赤ちゃんの脚がM字になるように

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 25 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・ギターその他のどの楽器も歓迎です。弾
き語り、声楽、合唱など。
クラシック・ポピュラーなどジャンルを問いません。
ご兄弟・ご家族・グループでも。ソロ、アンサンブルなど小さな
お子様から大人の方まで大歓迎です。
	
出場申込み先：小野寺	 TEL/FAX	211-0675
	 ryokosonata@ezweb.ne.jp
受付期間４/1（土）～ 4/22（土）　但しいっぱいになり次第締め
切らせていただきます。

サマーコンサート出場者募集～ジュニアコーラス　フェアリーズ　体験会のお知らせ～

ベイタウンニュースサポーター募集のお知らせ
　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）



　打瀬中北西面（バス通り）にハナダイコンが見事に紫色の花を
咲かせています。ここは毎年ナノハナとハナダイコンが同時に咲
き、黄色と青の対比がとても美しいのですが、今年はどうしたこ
とかナノハナが全く咲きませんでした。手入れをされている方
によると苗のうちに鳥に全部食べられてしまったのだそうです。
もっとも鳥にも好みがあるようで、ナノハナはすぐに食べられま
したがハナダイコンはあまり口に合わなかったようです。
　この花の開花期
は長く、５月初旬
頃まで楽しめま
す。新１年生がこ
の花をバックにあ
えぎながら走る風
景ももうすぐで
す。

わくわくおはなし会　4月のおはなし会

　4 月のコア・イベント

第 159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 23 日（日）午前 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 16 日（日）　申込先：hayamho@gmail.com  （林）

日時：4 月 15 日　　第 3 土曜日
時間：午前 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来てね。
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 22日（土）寺子屋工作ランド

なぞの「ベンハムのコマ」
日時：4 月 22 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）

日時：4 月 27 日 ( 木 )
	 午前 11:00 ～ 11:30	　２・3 歳児と保護者（工芸室）
	 午後	3:30 ～ 4:00　4 歳児～小学生と保護者（講習室）
	 	 お子さんだけでも参加できます。		

内容：絵本の読み聞かせを行います。当日、直接会場に来てくだ
さい。
詳細・問い合わせ：打瀬分館	TEL：	272-4646

子ども読書の日記念 親子おはなし会（図書館からのお知らせ）

打瀬中北西面のハナダイコン（ムラサキダイコン）


