
楽しいトークコーナーの一場面 : 右から飯原道代さん（語
り）、きむらゆういちさん、新垣さん、デュオ · ロズヴィー（バ
イオリンデュオ）、司会の高本さん
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図書館が人気講座
第６回「絵本の音楽会」開催

　この音楽会の広報は、ベイタウンニュー
ス７月号、 バスとコアにポスターを掲示
しただけでしたが、 定員 150 名のところ
240 名の応募があり、抽選となりました。

そして当日、子どもがピアノを学び絵本も
好きなので応募したという親子連れや、昨
年も絵本の音楽会に参加したリピーター、
テレビやラジオ番組で活躍される新垣さん

を知る良い機会だから応募してみた、とさ
まざまな方々が集まりました。
　始まりは絵本２作品の、作者きむらゆう
いちさん自身による読み聞かせに新垣さん
が伴奏します。「もうちょっともうちょっ
と」という絵本では、あるものを取り戻そ
うとする動物たちのユーモラスな動きがい
きいきとピアノの音で表現されました。「つ
たえたいことば」では、想いを伝えること
の大切さや切なさが絵と音が一つになって
迫ってきました。きむらさんと新垣さんが
その日初対面だったと言われても、にわか
には信じられない程ぴったり合っていまし
た。
　圧巻はプログラム中盤の新垣さんによる
即興演奏です。参加者から出された「お母
さん」「氷」「バランスボール」「サーフィ
ン」「プリンセス」という難題とも言える
お題のイメージをピアノで次々に表現して
いきます。しかもピアノはファツィオリ。
その表情豊かな響きがホールを満たし、音
楽にはとても疎い私でも本物の音楽の持つ
パワーや可能性を感じ取ることができまし
た。
　さて、後半はかねてより新垣さんが結成
して活動していたユニット「音絵本」によ
る「ボクらはオコジョのおまわりさん」「ま
ねっこタヌキ」の上演です。２人のバイオ
リニストと新垣さんの演奏に乗って俳優さ
んが軽妙に歌い、語ります。言葉のリズム
感や何度も繰り返される掛け声が心地よ
く、会場の子どもたちだけでなく大人も一
緒に身体でリズムを刻んでいたのでした。

「まねっこタヌキ」はこの日のために書き
下ろした作品というから贅沢です。
　本物を子ども達に触れさせたいという思
いから始まったこの企画ですが、だれもが
年齢関係なく心から楽しめ、かつ感性を揺
り動かされるものでした。絵本はただ読ん
で終わりなのではなく、読み手が想像を広
げて創る新しい世界への入り口なのかもし
れません。

　皆さん、今回のゲストの新垣さんは千葉
市民、しかも、千葉県立幕張西高校音楽科
卒業だったとご存じでしたか。現在 JA の
研修センターがある土地一帯にあった幕
張西高は、他の幕張東・幕張北高校と共に
今の幕張総合高校に統合された学校です。
新垣さんが高校３年の時に京葉線が開通
し、学校の周囲は草原で何もなく、ベイタ
ウンすら存在していませんでした。今回初
めてベイタウンに来て、とてもきれいな街
になっていて驚いたそうです。実は海浜幕
張の大先輩だったのですね。
　当然コアホールもこのファツィオリも
初体験です。「参加者の皆さんの表情がわ
かるちょうど良い空間で、ピアノはきれい
な音ですし、今日は心地よく演奏できまし
た」という感想をいただきました。
　今回新垣さんがこの絵本の音楽会にゲ
スト出演されたきっかけは、演目の「ボク
らはオコジョのおまわりさん」という絵
本。新垣さんは、４年前に大学時代の仲間
（バイオリンデュオと語り手の俳優）でユ

ニット「音絵本」を結成し、絵本の語り
と音楽を中心にした CD も発表しました。
その中にこの絵本が選ばれていたのです。
この音楽会で作家本人と初コラボとなっ
たのは必然だったのかもしれません。
　それにしても、即興演奏は素晴らしかっ
た。どういう気持ちで即興ができるのか
尋ねました。すると、「イメージを音の言
葉で伝えるという感覚で弾いている」と
いうのです。私たちが思いや意味を伝え
るのに使うのは言葉ですが、新垣さんに
はそれが音楽なのですね。ただし、日頃
の練習、つまり語彙や表現の引き出しを
増やす努力があっての即興なのでした。
　新垣さんの活動は自身のコンサート、
無声映画の活弁の伴奏、オペラの音楽監
督、ロックバンドのキーボードなど多岐
にわたっています。でもそれだけではな
く、子どもたちに豊かな感受性を育む機
会を提供する活動を積極的に進めている
ことを知り、新垣さんの真摯な人柄に触
れることができたように思います。

～秋のベイタウンまつり～

雨天の場合は屋外でのイベントは中止になる可能性があります。
当日 8:30 以降に打瀬公民館へお問合せください。

こどもさいくる　リサイクル
乗らなくなった子ども自転車を寄付してくださ
い。収益はすべてベイタウンコアの維持管理に
使われます。
日時： 10 月 27 日（土）自転車受付　
 10 月 28 日（日）抽選会（14:00～）
場所：ベイタウンコア裏、緑地内

予約受付開始 !!
中古自転車の無料引き取りは 50 台限定です。
予約すれば確実に引き取られます。
予約開始：9 月 1 日（土）10:00 スタート
予約は電話 296-5100 打瀬公民館、または
メール：mazmbtn@gmail.com 松村まで

ホール開催プログラム：
10 月 27 日（土）：ダンス、ハワイアン、気功、ほか
10 月 28 日（日）：ミニコンサート、フェアリーズ、ギター、合唱ほか
アトリウム、廊下展示（10/27、10/28 常時展示）：
写真、水彩画、打瀬中美術部、絵手紙、カナ書道、アルバムの会ほか

ホールがコンサート会場に、アトリウムはギャラリーに

めざせチャンピオンこども将棋大会
中学生プロ棋士誕生で盛り上がる将棋界。
ベイタウンの小学生チャンピオンは誰か。
日時：10月 28日（日）
午後 1:00～4:00
場所：ベイタウン・コ
ア工芸室

お茶会（なつめの会）
今年は立礼式です。椅子でゆっくりどうぞ。
日時：10月 27日（土）
場所：ベイタウン・コア　和室

主催：打瀬公民館サークル連絡協議会　
TEL：043-296-5100

ワンコインでイメージチェンジ
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
力アップ
フェイスペイント
ベイタウンまつりでおな
じみ、人気のフェイス
ペイントがコア・フェス
タに登場。

人気イベントが目白押し、ベイタウン・
コアのすべてが分かる 2 日間
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　今回で第６回の美浜図書館打瀬分館による「絵本の音楽会」
は、挿絵と物語と生の演奏がコラボレートして、絵本の世界
に参加者をどっぷり引き込むという楽しい催しです。今年は
絵本作家で毎回出演の「きむらゆういち」さんが作曲家ピア
ニストの「新垣隆」さんをゲストに迎えて８月 18 日（土）
コアホールで開催され、夏のひとときを飾りました。【小原】

新垣さんにインタビュー

（写真左）開場時にはすでに行列が…（写真右）音楽会後のサイン会は演者の方々と参
加者が交流できる、またとない機会となりました



　 昨 年 本 紙 で 紹 介 し た、17 番 街 の「 コ ミ ュ ニ テ ィ ス ペ ー ス " 
キ ュ ー ビ ッ ク カ フ ェ "」 に リ フ ォ ー ム 相 談 が で き る 夜 カ フ ェ”
SECOND LIVING” が 7 月に OPEN しました。
　住宅や店舗のリノベーションを行っている Renocence( リノセ
ンス ) 株式会社の西島さんは生活に密着する衣食住の中で、どう
しても「住」の部分は専門性が強く、分かりにくい分野だといつ
も感じていました。もっと住まいの事やリフォームを身近なもの
にしていくこと、また SNS などでの繋がりだけでなく直接会っ
て話すことが大切であると思っていたところキュービックカフェ
の藤本さんの好意で、夜の時間だけお借りて営業をスタートしま
した。
　ベイタウンのハロウィンイベント実行委員にも参画している西
島さん。地域に貢献するにはまず街のことをもっと知ることが必
要で、それにはお店の規模の大小は関係なく、街の人に必要とさ
れる事が何より大事と、わずか 5 坪のお店で多くの方と会話を
重ねています。さらには時間帯を夜にすることで普段なかなか住
まいやリフォームに関する相談等に行けない方々に対応するとい
うコンセプトには、一住民として共感できます。
　実際に相談いただいた案件としては、小さなものでは網戸の修
理、ドアの立てつけといったものから、DIY に関すること。そして、
現在はキッチンリフォームなども相談中とのこと。一方で、地域
の人の色々なお話を聞きたいので、リフォームの相談でなくても
夜のカフェとして、ちょっと雑談に寄っていただくだけでも嬉し
いですとのこと。
　普段の生活に欠かせない住まいの事について、「これってどこ
に相談すればいいのだろう…」と、悩むことは多いと思いますが、
西島さんは「住における町医者」を目指してこんな悩みに応えた

いそうです。
　現在は、週３日、キュービックカフェ営業終了後の 19 時以降
の営業です。この時間帯であればお仕事帰りでも立ち寄れ、土曜
日も営業しているので、ちょっとした相談もしやすいと思いま
す。今後は DIY に関するワークショップなども検討いているとの
ことなので楽しみです。 【椙山】

SECOND LIVING
場所：パティオス 17 番街１階
営業日：火、木、土（不定期営業）　19：00 ～ 22：50
https://renocence.shopinfo.jp/pages/2052654/page_201807010025
電話番号：043-372-3112（リノセンス  西島）

ラジオ体操リーダーをやってみて
【打瀬小学校 6 年　小池颯太】

　ぼくは、一年生のころからラジオ体操に
行っていました。
　ラジオ体操を前でやっているリーダーを
見て、かっこいいな。あの人たちみたいに
なりたいな、と思っていて、あこがれてい
ました。なので六年生でリーダーに立候補
しました。
　練習が始まる前は、楽しそうと思ってい
ましたが、先生が思った以上に厳しかった
です。でも、練習をしていくにつれて、自
分でも上手になったと思えるようになりま
した。

　ラジオ体操が始まり、毎日早起きするこ
とは大変でしたが、一度も休まず、がん張
ることがでいました。それは、スタンプを
押すときに、たくさんの人が並んでくれた
ことと、友達に、がん張れと言われたこと
がうれしかったからです。
　五年生のみなさん、来年リーダーに立候
補してみてください。
　ぼくは、ラジオ体操リーダーをやってみ
てとてもやりがいを感じました。これから
も、このような機会があったらやってみた
いです。

♢　♢　♢　♢　♢

ラジオ体操リーダーを経験して
【海浜打瀬小学校　川村小春】

　わたしは、夏休みを通して、ラジオ体操
リーダーとして、今までの５年間では体験
できないことをしてきました。夏休み前に

６時に集合して３回ほど、練習したり、ま
た、夏休みになってラジオ体操が始まって
からも、午前６時に集合してから６時 30
分までの 30 分間練習したりしました。他
にも、朝礼台にのぼって体操する人をリー
ダーの中で順番にまわしたりしてきんちょ
うしたけど、すごく貴重な体験ができてよ
かったです。わたしの１年間の目標は、い
ろいろなことにチャレンジすることなの
で、ラジオ体操リーダーを経験できて本当
によかったです。これからも、いろいろな
ことに挑戦していろいろな経験をつみかさ
ねていきたいです。

夏休みラジオ体操が終了。

キュービックカフェでリフォーム相談

　今年も夏休みラジオ体操が終わりました。たくさんの方に参加いただきありがとうござい
ます。今年も６年生リーダー達がよく頑張ってくれました。今年のリーダーはとても明るく
て積極的。ある日全員に「ベイタウンニュースに『ラジオ体操リーダーになって』というタ
イトルで記事を書かないか、と話したところほぼ全員が書きたいといって手を挙げてくれま
した。とても全員の記事は載せられないので、今回は２人の感想文を掲載しました。

朝礼台での体操が終わって安心した表情を
見せる小池君。壇上ではずっと緊張してい
ましたが、無事大役を終えて見せた笑顔で
す。

母校海浜打瀬小の朝礼台でリーダー体操を
する川村さん。母校の朝礼台は特別です。



第 175回ファツィオリの会

日時：2018 年 9 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。
締切：2018 年 9 月 16 日（日）
申込先：211-0273（阿曽）

【９月のコア・イベントの紹介】～申し込み受付中！
☆シニア体験特別講座・子育て支援講座 ( 受付９/ ２日～ )
その１：「親子ふれあい教室」～親子で楽しく遊びましょう !( 全２回 )
９月 19 日（水）・26 日（水）10：00 ～ 12：00
打瀬公民館講習室講師：美嶋先生（UFO キッズ講師）
対象：１歳～２歳児と保護者（定員：先着 20 組）
参加費：教材費 200 円（2 回分）

その２：「大人の科学工作講座」　～コイルモーターを作ろう！
９月 21 日（金）14：30 ～ 16：00
場所：打瀬公民館工芸室
講師：蔵前理科教室ふしぎ不思議（くらりか）
対象：60 歳以上のシニア
定員：24 名
参加費：200 円（材料費）
◇申し込みの方法
いずれも９月２日（日）受付開始、
直接打瀬公民館窓口または電話

〈問い合わせ〉打瀬公民館
電話 296-5100
受付、問い合わせ時間は
9：00 ～ 17：00

遊んで学ぼう！がんのこと

　千葉市立打瀬小学校、美浜打瀬小学校、海浜打瀬小学校に通っ
ているお子さんへ 9 月に小学校を通じてイベントチラシが配布
されますので、ぜひご覧ください。
　地域のがん患者支援チャリティーイベント『スマイル・キャン
サーウォークちば』の中で、がんについてのクイズに答えてスタ
ンプを集めるとプレゼント！
　親子向けの企画ですので、この機会にぜひ親子やおじいちゃ
ん、おばあちゃんと一緒に遊びに来てください。
　大人も楽しめる企画が満載です。大人用のチラシはベイタウン
コアや図書館に設置しています。ベイタウン在住の方のステージ
発表もありますので、ぜひ遊びに来てください。

＜スマイル・キャンサー・ウォークちば＞
日時：９月２９日（土）10：00 ～ 18：15
場所：若葉３丁目公園、MAKUHARI NEIGHBORHOOD POD
対象：がんサバイバー（がん経験者、治療中の方）、ご興味のあ
る方どなたでも
事務局長、ベイタウン担当：黒田ちはる　(043-301-4625)

第９回コアフェスタ出場者募集

日 時： ベ イ タ ウ ン 音 楽 愛 好 会 枠 は 10 月 28 日（日）12：00 ～
13：30 です。

ピアノ・ヴァイオリン・他の楽器、声楽・アンサンブル等、ご出
場者を募集いたしております。

どしどしお申し込み下さい！ご希望の演奏時間もお知らせ頂き、
一杯になり次第締め切らせて頂きます。
連絡先：TEL/FAX  043-276-3878
 メールアドレス　ymogaki@k4.dion.ne.jp　大垣まで

【コイルモーター電気を通すとコ
イルが勢いよく回り出します】

わくわくおはなし会　9月のおはなし会

日時：9 月 15 日　第 3 土曜日　10：30 ～
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

9 月 22日（土）寺子屋工作ランド

「竹笛」（たけぶえ）
日時：9 月 22 日　　第 4 土曜日　　午前 9：30 ～ 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
竹（たけ）でよくなる笛（ふえ）をつくります。小刀（こがたな）
をつかう練習（れんしゅう）になります。
持ってくるもの：はさみ、小刀、カッターナイフ（大型）
参加費：50 円（保険料）

館長イチ押し！主催講座

10 月の主催講座紹介！
　公民館でおなじみの企画として「パソコン教室」と「郷土史講
座」を開催します。パソコン入門講座として、簡単な文書づくり
に役立つ「ワード」を使いこなせるようになりましょう。また、
もう一度ワードの使い方を学び直したい皆さんにオススメです。
もう一つは毎年大変好評な「郷土史講座」です。今回から講師の
先生が替わり、新たな時代テーマで企画しました。いずれも受付
開始からすぐに定員に達してしまう～館長イチ押しの講座です。

◇講座内容
その１：「パソコン教室」～ワードを使いこなそう！（全４回）
受付９/ ４～ 10 月９日（火）～ 12 日（金）9：00 ～ 12：00
打瀬公民館講習室講師：千葉市生涯学習センター派遣講師
対象：成人（定員：先着 10 名）受講料 1200 円（４回分）
その２：「郷土史講座」～伊能忠敬の房総測量～
10 月 24 日（水）
10：00 ～ 12：00
打瀬公民館講習室
講師：千葉県文書館講師
対象：成人（定員：先着 30 名）
受講料：無料
受付開始 10 月２日（火）
◇申し込みの方法
パソコン教室９月４日（火）
郷土史講座 10 月２日（火）
受付開始、直接打瀬公民館窓口または電話で

〈問い合わせ〉打瀬公民館電話：296-5100
受付、問い合わせ時間は 9：00 ～ 17：00



～秋のベイタウンまつり～

雨天の場合は屋外でのイベントは中止になる可能性があります。
当日 8:30 以降に打瀬公民館へお問合せください。

こどもさいくる　リサイクル
乗らなくなった子ども自転車を寄付してくださ
い。収益はすべてベイタウンコアの維持管理に
使われます。
日時： 10 月 27 日（土）自転車受付　
 10 月 28 日（日）抽選会（14:00～）
場所：ベイタウンコア裏、緑地内

予約受付開始 !!
中古自転車の無料引き取りは 50 台限定です。
予約すれば確実に引き取られます。
予約開始：9 月 1 日（土）10:00 スタート
予約は電話 296-5100 打瀬公民館、または
メール：mazmbtn@gmail.com 松村まで

ホール開催プログラム：
10 月 27 日（土）：ダンス、ハワイアン、気功、ほか
10 月 28 日（日）：ミニコンサート、フェアリーズ、ギター、合唱ほか
アトリウム、廊下展示（10/27、10/28 常時展示）：
写真、水彩画、打瀬中美術部、絵手紙、カナ書道、アルバムの会ほか

ホールがコンサート会場に、アトリウムはギャラリーに

めざせチャンピオンこども将棋大会
中学生プロ棋士誕生で盛り上がる将棋界。
ベイタウンの小学生チャンピオンは誰か。
日時：10月 28日（日）
午後 1:00～4:00
場所：ベイタウン・コ
ア工芸室

お茶会（なつめの会）
今年は立礼式です。椅子でゆっくりどうぞ。
日時：10月 27日（土）
場所：ベイタウン・コア　和室

主催：打瀬公民館サークル連絡協議会　
TEL：043-296-5100

ワンコインでイメージチェンジ
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
力アップ
フェイスペイント
ベイタウンまつりでおな
じみ、人気のフェイス
ペイントがコア・フェス
タに登場。

人気イベントが目白押し、ベイタウン・
コアのすべてが分かる 2 日間
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