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　取材に応じてくれたのは実行委員長の作
佐部さんと、副実行委員長の田畑さん、糸
山さん。３人とも 3 年生です。先述した通り、
音魂祭は実行委員によって運営されていま
す。生徒数の多い打瀬中ではこの合唱コン
クールを校内ではなく 1,800 人も収容する
千葉県文化会館大ホールで開くため、運営
の規模もそれだけ大きく実行委員の仕事は
とても大変です。突然の取材ということで、
3 人とも最初は緊張しているようにも見え
たのですが、取材をすすめるうちに和気あ
いあいとした雰囲気になり、3 人とも自分
の言葉で音魂祭への想いを一生懸命話して
くれました。
　実行委員長の作佐部さんはなんと 3 年連
続音魂祭の実行委員をつとめています。今
回実行委員長に立候補した理由を聞くと

「みんなを動かすことは決して得意なわけ
ではないけど、3 年間実行委員をやってき
たからこそできることがあると思って」と
話してくれました。
　実行委員の主な仕事は、毎日の音魂祭に
関する校内放送、実行委員の話し合い、当
日運営があります。なかでも特に忙しいの
は当日運営です。実行委員は学校とは違っ
た大ホールで生徒の誘導もするため、自分
の座席には座れないこともあるといいま
す。
　3 人にどんな音魂祭にしたいかを聞くと、

の達成感も合唱の良さだと思います」と話
してくれました。
　冒頭でも述べましたが、打瀬中は合唱祭
のことを音魂祭といいます。「音に魂を込め
る」と書いて音魂祭だなんて、すごくユニー
クだと私も在学当時から思っていたのです
が、今回は改めて 3 人に音魂祭の意義につ
いて語ってもらいました。そのなかで田畑
さんの「体育祭は個人競技という側面が多
いけど、音魂祭は合唱なのでクラス全員が
揃わないと意味がない」という言葉は印象
的でした。作佐部さんの「最初はただの行
事だと思っていたけど、クラスの人をより
深く知るきっかけになるし、それが団結力
につながると思う」という言葉にもあるよ
うに、音魂祭はクラス全員で作る一つの芸
術作品のようであると感じました。
　最後に一言どうぞ！と聞くと、田畑さん
と糸山さんは「自分のクラスが最優秀賞取
りたい！」と思わず本音も。そこを作佐部
さんが「みんなで作り上げる音魂祭にした
いです！」。と実行委員長らしい言葉で決め
てくれて、チームワークの良さも感じまし
た。
　残念ながらこの記事が読者の皆さんに届
くのは本番の翌日で当日の様子はお知らせ
できませんが、音魂祭でどんな芸術作品が
生まれるのか今から楽しみです。

共通して返ってきた答えは「歌うことが好
きな人だけでなく、苦手な人にも楽しいと
思ってもらえるような音魂祭にしたいで
す」というものでした。たしかに歌うこと
は得意不得意、好き嫌いが明確に分かれや
すい分野です。歌うことが好きな人はもっ
と好きに、嫌いな人には少しでも楽しいと
思ってもらいたいという 3 人の思いが伝
わってきました。また歌うこと、合唱の楽
しさについて聞いてみると、糸山さんは「練
習開始から本番まで些細なことでクラスの
雰囲気が悪くなったり良くなったりする。
様々なことを乗り越えて本番で歌えたとき

　「芸術の秋」といえば音楽ですが、打瀬中学校で音楽と言えば何といっても 10 月に開かれる
クラス対抗の合唱コンクール「音魂祭」です。音魂祭は3年生にとっては中学時代最後のイベント。
クラス対抗ということもあって 9 月中旬からはじまり約 1 ヶ月半の間つづく練習も含めたこの
イベントに打瀬中の生徒は心を熱く燃やします。打瀬中卒業生である私にとっても思い出深い行
事の一つですが、同時に運営する実行委員は大変そうなイメージがありました。今回は実行委員
の方３人に今年の音魂祭についてのお話を聞いてきました。　【土井】

音魂祭という芸術作品

約 1,800 人を収容する県文化会館大ホー
ル。毎年このホールを借り切って合唱祭を
開ける中学は県内ではごく希だが、運営す
る実行委員たちの仕事はたいへん（写真は
過去の音魂祭のもの）。

10 月中旬には 1 年生、2 年生、3 年生の
3 クラスが練習の成果を発表し、聞き合
う「交流会」が開かれる。写真は多目的室
で 3 年生が演奏し、1、2 年生が聞く様子。
この時間は他の大教室でも別の交流会が。

今回取材に応じてくれた実行委員のみなさ
ん。左から、糸山さん、田畑さん、作佐部
さん。



　毎回大好評☆ 1 泊のホームステイをした学
生さんからご好評で違う学生も体験したい！
とのご要望がありまして、第 7 回マレーシア
高校生ホストファミリーを募集します。マレー
シアの高校生が修学旅行を兼ねてやってきま
す。
　実質一晩限りのめったにない異文化交流の
機会、ホスト側にとってもきっと貴重なひと
ときとなると思われます。ふるってご応募く
ださい！
★ホストファミリー事前説明会
日時：11 月 16 日 （木曜） 18:00 〜 19:00
場所  ：ベイタウンコア    講習室   （無料）
　今回のホームスティのご説明やイスラム教
徒の対応の仕方などをお話しさせて頂きます。

ホームスティやってみたいけど…という不安
もある方やご興味ある方も是非ご参加してみ
てください。
＜募集要項＞
◆募集家庭数 16 軒（留学生 2 〜複数人受け
入れ）
※応募者多数の場合には、審査により決定さ
せていただく場合があります。

◆ホストファミリーなったら（お願いしたい
こと）
・12 月 18 日（月曜）
 18:00 〜  ウェルカムセレモニー   ベイタウ
ンコア  アトリウム  引き渡し（夕食、宿泊）
・翌日 19 日（火曜）   朝食提供
 8:30   集合      幕張ベイタウン内
                            みらい保育園横 公園

◆今後のスケジュール（受け入れまでの流れ）
事前説明会・・・ 2016 年 11 月 16 日（木曜）
募集締め切り・・・2016 年 11 月 30 日（木曜）
12 月 18 〜 19 日・・・当日

お問い合わせ先
baytownwomen@gmail.com  （担当  中）

【第 7 回 12 月 18、19 日マレーシア高校生 ホストファミリー募集】
&【11 月 16 日 ホームスティ事前説明会】のご案内

　仁右衛門島に行き、高い岩に登って、涼
しい風を浴びながら海や鴨川の町を友人と
見たことが一番印象に残っています。私は、
自然と触れ合うことがどんなに楽しいかを
この農山村留学で知りました。また、友達
の優しさを再発見し、協力することの大切
さを改めて実感しました。【荒木　萌音】

　農山村留学の一日前は、こみ上げる緊張
や待ち遠しい気持ちで、その一日がまるで
何年もあるような気分でした。今は、しお
りを見ただけで、そのことを思い出すこと
ができ、友達の良いところを再発見できた
から、最高の４日間になったと思います。

【野﨑　煌太】

　農山村留学で一番成長できたと思うこと
は、カッター研修です。カッター研修は乗
組員全員で息を合わせてこがなければなり
ません。「かけ声」をかけることで見事に
船は進んでいきました。私は自分だけがん
ばったり、他の人だけに任せたりするので
はなく、何でも全員で力を合わせてやる方
がいいと学ぶことができました。

【吉田　萠恵】

　私にとってこの３泊４日はどの日も素晴
らしい日々でした。一番思い出に残ったの
がキャンドルサービスでした。何よりも最
高だったのがみんなで一つになって思い切
り盛り上がったところです。私も殻を破っ
て全力で楽しみました。私が生 BGM とし
て弾いた「アシタカとサン」は、いろいろ
な人たちがほめてくれてがんばった練習し
たかいがありました。学年で一つになって
友情が深まり、とても素晴らしい思い出が
できました。【北原　美羽】

　ぼくはシーカヤックが心に残りました。
ぼくとペアの人の心が合わないと速く進め
ないので、かけ声などで合わせました。鬼
ごっこをしたときは、地上では自分が走れ
ば逃げ切れますが、水上ではペアと心を合
わせないと逃げ切れません。ぼくがシーカ
ヤックで感じたことは、友達と協力し合い、
一致団結することの大切さです。

【飯塚　裕大】

　農山村留学で一番心に残ったのは、友達と
の会話です。準備をするときに持ち物の相談
をしたことで、友達との会話が増えました。
友達とトランプなどをやっているときに、友
達の良いところを新発見・再発見しました。
これからも別のクラスの人たちにも話しか
けていこうと思います。【成田　遥】

17
子ども記者が伝える

農山村留学　海浜打瀬小学校6年

　海浜打瀬小学校では、6 年生が９月 19 日～ 22 日の 3 泊 4 日で、鴨川に農山村留学に出か
けました。そこでの体験で学んだことを紹介します。



わくわくおはなし会　11月のおはなし会

　11 月のコア・イベント

第 166回ファツィオリの会

日時：11 月 26 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。
締切：11 月 19 日（日）
申込先：masamisato-utase@ezweb.ne.jp　090-9315-8079（佐藤）

11 月のおはなし会はコア・フェスタと常設おはなし会の 2 回です。
・コア・フェスタ「ようこそ！わくわくレストラン」おいしいお話がいっぱい
日時：11 月４日　　第 1 土曜日　午前 10：00 から
場所：ベイタウン・コア工芸室　

・常設おはなし会
日時：11 月 18 日（土）　第 3 土曜日　午前 10：30 から
場所：ベイタウン・コア講習室
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.co

11 月 25日（土）寺子屋工作ランド

「やじろべえ」
日時：11 月 25 日（土）　第 4 土曜日　　午前 9：30 ～ 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
今月はベイタウンでもたくさんあるドングリの実をつかって「やじ
ろべえ」をつくります。
持ってくるもの：クレヨン、サインペンなど
参加費：50 円（保険料）

日時：11 月 12 日（日）13：45 開場　14：00 開演
場所：幕張ベイタウンコア　　音楽ホール
入場無料

指揮　　森本真由美
ピアノ　飯田俊明　臼田圭介
出演：ジュニアコーラスフェアリーズ　賛助出演　Baytown　VOCE

　第 1 部は「妖精の旅」と題して音楽でヨーロッパをめぐります。
続く第 2 部「夢見る　ディズニープリンセス」では歌と踊りをお楽
しみください。そして第３部「みらいへ」では、全国大会で演奏し
た合唱曲を披露いたします。皆様のご来場をお待ちしています！
　「団員募集中！たくさんのおともだちが待っています。一緒に楽
しく歌いましょう！」
お問い合わせ先：E-mail  jcfairiesoffice@yahoo.co.jp
                URL   http://jc-fairies.net/

ジュニアコーラスフェアリーズ
創立 15 周年記念　定期演奏会

　小・中学校のお子さんをお持ちの保護者を対象に、子育てについ
て困っていること、日頃子どもと向き合って思うこと、地域のこと、
気分転換等…、何でも話せる会です。少人数グループになり行いま
す。何かしら解決の糸口になるかもしれません。
　子どもに関わっている方ならどなたでも参加できます。

＊学区内の小・中学校に通学されているお子さんのご家庭には、月
初めにお手紙が配布される予定です。
主催：青少年育成委員会
日時：11 月 24 日（金）10：00 ～ 12：00
場所：ベイタウン・コア  講習室

手巻きごはんを作ろう！
　前回好評だった小学生を対象にした料理教室「ぱくぱくキッチン
クラブ」の第２弾です。今回もヘルスメイト（食生活改善指導員）
のみなさんの協力で、「手巻きごはん作り」に挑戦します。
日時：11 月 25 日（土）　9：30 ～ 13：00
場所：打瀬公民館　調理室
講師：ヘルスメイト（食生活改善指導員）さん
参加費：材料費 500 円
対象・定員：小学３年生〜小学６年生（先着 12 名）
作るもの：手巻きごはん　豚汁　ぱりぱりキュウリ
調理後、試食をします。
申込み
受け付け開始：11 月 10 日（金）9：00 〜
直接窓口、または電話で受け付けます
打瀬公民館：TEL：296-5100

クリスマスリース作り
　はじめてでも大丈夫。クリスマス用の飾りを作るアイディアを
いっしょに学びましょう
　12 月の公民館主催講座はクリスマスシーズンに向けて、「クリス
マスリース作り」のフラワーアレンジ教室を実施します。はじめて
の方にもできる入門コースです。他の季節にも応用できるリース作
りの基礎を学びましょう。
日時：12 月６日（水）10：００～ 12：00
場所：打瀬公民館　工芸室
対象：成人女性
定員：12 名（先着順）
材料費：2,000 円
講師：猪瀬恵美子　先生（ベイタウン在住）
申込み：11 月 14 日（火）9：00 〜
直接窓口、または電話で受け付けます。

親の「しゃべり場」開催のお知らせ

第２回ぱくぱくキッチンクラブ（打瀬公民館主催講座）

フラワーアレンジ教室（打瀬公民館主催講座）



コア・フェスタ2017
プログラム

11月 5日（日）
9:30～ 太極拳サークル 太極拳演技　体験学習を歓迎します 
10:40～ ベイタウン音楽愛好会 ピアノ・ヴァイオリン・歌唱の演奏などをお楽しみ下さい♪
12:20～ フルートアンサンブル・ルバート
13:15～ ジュニアコーラス・フェアリーズ 明るい笑顔と歌声に会いにきてください
13:45～ 瀬音 &GAFU 50 名の美しいハーモニーをお聞き下さい
14:15～ 千葉ソロギターサークル ギターの名曲とコンクール優勝者によるアランフェンス協奏曲！

お楽しみに
15:00～ アンダンテ・ドゥエ 楽しい歌声を聞きにいらしてください
15:20～ コア・チェンバーシンガーズ 混声合唱のハーモニー
16:00～ ベイタウンオーケストラ ベートーヴェン「運命」とピアノ協奏曲 1 番

展示とワークショップ
コア水彩サークル 11/4、11/5 アトリウム
ベイタウン写真クラブ 11/4、11/5 アトリウム
かな書道　つくしの会 11/4、11/5 アトリウム
絵手紙　すみれの会 11/4、11/5 アトリウム
アルバムの会 11/4、11/5（ワークショップ） 写真をお持ちください（100～500 円）
打瀬中学校美術部 11/4、11/5 アトリウム
こども将棋大会　 11/5 午後 1:00 工芸室
お茶会（なつめの会） 11/4 10:30 ～ 15:00 受付　 和室 400 円／席　イスの用意あり
わくわくおはなし会 11/4 10:00～ 工芸室

11月 4日（土）
10:00～ をどり組
11:00～ 打瀬詩吟会 日本古来の伝統芸能です 
12:00～ ハワイの歌、ウクレレサークル ハワイアン、ウクレレ、フラダンス　
14:00～ 打瀬中学校吹奏楽部 吹奏楽
15:00～ ベイタウン・フルートアンサンブル 
15:40～ ダンスキッズ & レディーススケッチ 子どもから大人までの楽しいダンス

自転車を出品したい人は
11/4（土）または 11/5（日）の 9:30 から打
瀬公民館入り口付近のリサイクル会場へ自転
車を持って来てください。
壊れた自転車やパンクしている自転車は受付
できません。代金は無料です。所有者がわか
らない自転車は出品できません。

自転車が欲しい人は
11/4（土）と 11/5（日）の 11：00 から毎日
50 台の自転車を展示します。希望の自転車を
選び受付で番号票をもらって申し込みます。
午後 2：00 から始まる抽選会で当選すれば自
転車が手に入ります。
チャリティー寄付金として 1,000 円をいただ

きますが、他に費用はかかりません。ご寄付

いただいたお金はベイタウン・コアの維持管
理のために使われます。
手続きが終われば自転車はすぐに乗って帰れ
ます。

ヘアアレンジ
ハーフアップやポニーテール , 編み込みで
女子力 UP ↑

フェイスペイント
ベイタウンまつりでおなじみ。フェイスペ
イントがコアフェスタに登場♥

どっちも 11/4（土）、11/5（日）コアア
トリウムで開催。

こどもさいくる　リサイクル ワンコインでイメージチェンジ


