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【バスケット部】

炎のバスケプレイヤーズ
　打瀬中のバスケ部は他の中学校と
違い、ずっとアリーナで練習する
ことができます。他の中学校では、
バレーボール部、バトミントン
部といった校内の部活と重なる
ため、練習時間も少なくなりま
す。しかし、そういった部活が
ない打瀬中は雨の日以外、充実し
た部活を行うことができます。も
ちろん、休みの日もあります。土日
曜日には月に何回か休みがあるので、
しっかり休日を楽しめます。気になるバス
ケ部員ですが、しっかりした江崎キャプテンを
始め、個性派ぞろいの2年生と、エースの神地さん率
いる一年生は、明るくてマジメで、優しい部員ばかりです。男女別々
の練習ですが時々、試合をしたりします。練習も基本的に同じだ
し、部員のほとんどが中学生から始めた人なので、苦手な人でも、絶
対楽しくできます。 

【村田かな】

【サッカー部】

21世紀のＪリーガーが生まれる日も

近い！
　10 月 9 日新人戦の地区予選。6-0 の圧勝で予選 1
位を通過したサッカー部。今は二年生の金森部長を
中心に躍進中だ。毎日校舎の外周をきつそうに走っ

ている部員にインタビューしてみた。
練習はとても楽しいという人や、
無言で去ってしまう人、様々
だが、頑張っている彼らは
とても素晴らしいと思
う。 【富川真希】

【水泳部】

ガンバレ！全国大

会も夢じゃない
　我が水泳部は、5 月から 9 月までの約4 

カ月間は、学校のプールで練習します。ふるえるような寒い日もあり
ますが、真夏の猛暑の中での練習は真っ黒になり、

他の部活の友達の前では、優越感に浸れ
る部活です。7 月と 8 月は、毎朝7 
時からの練習ですこし大変です
が、頑張れば全国大会に参加
できる部活です。

【宮城島康平】

　一見、水泳部は夏にしか
活動していないようにしか
見えませんが、実は冬にも活
動しています。冬は主に筋ト

レ（筋力トレーニング）です。
腕立て伏せ・外周・鉄棒・・・など

いろいろなメニューをやります。土曜日
や日曜日には、習志野市の国際水泳場に泳ぎに行きます。室内なので
いつでも利用でき、水泳部にはもってこいの場所です。男女合同練習
の水泳部なので学年・性別に関係なく、とても仲のいい部活です。 

【太田佳織】

【演劇部】

文化祭でいよいよデビュー
　打瀬中の放課後、吹奏楽の奏でる

曲とともに聞こえてくる声。
「あ・え・い・う・え・お・
あ・お」、家庭科室で発
声練習している演劇部
だ。今年、二年生の
メンバーが集ま
り、発足した真新
しい部活である。
部長にインタビュー
したところ、うまく行
かないこともあるけれ
ど、今は文化祭に向けて

劇の完成に励んでいるそう
だ。演劇部が打瀬中の全生徒の

前で演技をするのは文化祭が初めてなの
で、今から11 月の文化祭が楽しみ！

【富川真希】

中学生記者レポート第２弾

打瀬中にはどんな「部活」があるの？
　今年8 月にデビューしたベイタウンニュース中学生記者の7 人。今回は来年打瀬中学校に入学してくる後輩諸君のため

に、中学生活の大きな柱となる「部活」を紹介してもらった。中学に入学したらどの部活に入ろうかと悩んでいる六年生諸

君、君たちの先輩中学生が頑張っている姿を見て欲しい。（編集部）



【陸上部】

陸上部は明るいです。ぜひきてね！
　そうです。陸上部はとても明るいんです。先生も
とても熱心に教えてくれ、なんと千葉市の記録の持
ち主です。

　練習は走ったり、飛んだり、踊ったり、いろ
いろな事を練習します。その時
は、きついですが自分の力
がどんどんのびて行くこ
とがわかります。練習
終了後は、先輩、後
輩もなく、とても
仲がいいです。試
合でも打瀬中は強
く、たくさんの人
がとてもよい成績
を残しています。先
生の指導で足が3 秒
も速くなりますよ。今
六年生で速くても遅くて も
大丈夫。楽しい先輩がやさし く教え
てくれます。練習しているうちに、 きっと入賞す
るほどの実力者になっているはずです。気が付いたらオリンピックに
も出ているかもしれません。こんな楽しい部活動は我が陸上部のみで
す。打瀬中に入学したらぜひ陸上部へ入部してください。打瀬中の有
名人になれる確率180% です。六年生の皆さん、楽しみに待ってい
ます。

【五十嵐　直人】

【吹奏楽部】

楽器の音とみんなの気持ちが一つになって
　打瀬中吹奏楽部は、金管楽器と木管楽器とパーカッション（打楽器）
と弦楽器があります。吹奏楽はいろいろな曲を練習したり、合わせた

りします。金管楽器には、トランペット、ホルン、ト
ロンボーン、ユーフォニュームなどがあります。木
管楽器はクラリネット、フルート、オーボエ、バ
スクラリネットなどがあります。弦楽器は、コ
ントラバスがあります。パーカッションはドラ
ム、木琴、鉄鉄琴、シンバル、トライアングル、
タンバリンなどです。男子でも女子でも初心者
でも大丈夫です、ぜひ入部してください。

【小野浩司】

テニス部の運命はきみしだい
僕はテニス部の部員の法月です。突然ですが、来年、中学一年生にな
るみなさんぜひテニス部に入部してください。今、テニス部の一年生
は、男女合わせて10 人です。君たち新一年生にテニス部の運命がか
かっています。テニス部には、学年に壁がなく、とっても仲の良い部
活で、とても良い成績を収めています。打瀬中テニス部の強さの秘訣
は、何と言っても三橋先生の指導です。 先生は、僕達
のためにアドバイスをしてくれ
たり、テニスがもっとできる
ように下校延長をしてく
れたりします。こんな先
生がいるからテニス部
は強いのです。テニス
部に入り努力すれば、
全国大会に行けるかも
･･･。テニスに興味があ
る人、テニスをやってみ
たいと思う人、男女は問い
ません。ぜひ入部してください。
最後に部長からのメッセージです。
「テニス部は、いい成績を収めているので、やる気のある人はぜひ来
てください。」 【法月恒太郎】

　「インターネット対応マンション」とは、
住戸にインターネットへの常時接続の設備が
準備されていて、電話回線でのダイアルアッ
プを使わなくとも、いつでも好きなだけイン
ターネットが利用できるマンションを言いま
す。新築のマンションでは、これらの設備を
設計時から盛り込んでマンションの建築費用
の中で工事をするので、入居時から全戸で格
安なインターネット常時接続が利用できま
す。ベイタウンの既存のマンションもイン
ターネット専用線を導入することにより、資
産価値を高めるとともに、住民間のコミュ
ニュケーションの促進、電子掲示板・回覧板
の利用、管理組合や自治会情報の共有化など
に活用することができます。

　既存マンションにインターネットを導入す
る際に注意すべきことは、マンションとイン
ターネットを繋ぐ回線の設備、およびその回
線を分岐して各住戸へ引き込む設備が共用部
分への工事となり、これらの費用を誰が負担
するかと言う事です。管理組合＝住民全体が

負担するのではなく、インターネットサービ
スを提供するプロバイダーが
負担するか、サービスを希望
する住戸の方のみが負担する
形が望ましいと思います。ま
た、共用部分の工事には、管
理組合総会での承認が必要に
なります。

　GP公園東の街では、7月か
らニューラルネット社と共に
検討を進めて来ましたが、10 
月の管理組合定期総会で承認
され、導入の準備を始めてい
ます。サービスが開始される
日を楽しみにしています。

【参考】ベイタウンで常時接続
サービスを準備中のプロバイ
ダー

（株）ニューラル・ネット：
ニューラル・ネットWAN ショ

ンシステム（月額3,900 円）

（株）ケーブルネットワーク千 葉：C N C 
-WAKWAK インターネット（月額5,600 円）

　【公園東の街　伊藤 (e-mail:yuzo@usa.net)】

インターネット対応マンションに住みたい



女性のおしゃべりは万国共通

　ベイタウンを歩いていると頻繁に外国の人
の姿を見かけるようになりました。ベイタウ
ンに「外国人の集まる会」があるらしいとい
う話を聞き、その中心のひとりというパティ
オス 12番街に在住のアメリカ人女性Diane
（ダイアン）長友さんにお話を伺うことにな
りました。ダイアンさんは現在、お茶の水女
子大学と神田外語大学で英語と英語教育を専
門に教鞭をとっていらっしゃいます。日本に
滞在して 21年という「在日」のベテラン。
日本語も大変流暢です。都内に長く住んでい
ましたが、ダイアンさんがベイタウンの環境
が気に入り、ここへ引越したのだそうです。

　さてその外国人の集まる会、もともとはベ
イタウンやベイタウンの近所に住む外国人の
女性たちが情報交換や友人の輪を広げたいと
いうのがきっかけで集まるようになり、現在
は週一回、パティオス 5 番街の「ジャイ･ネ
パール」のご主人の奥様マヤさんのご好意も
あって、ジャイ･ネパールにて水曜日午後3:30 
より International Tea Time として集まって
いるとのこと。「会」というほど堅苦しくも
なく、参加は全く自由、都合のつく人たちが
集まってお喋りと Tea Time を楽しむのだと
か。毎回国別では5 ～6 カ国、6 ～ 7 人 の
人たちが顔を合わせているそうです。日本に
来たばかりで慣れない異国での生活ではさぞ
かし情報交換が貴重なのだろうと思いきや、
ダイアンさんによれば、そこでの話題はもっ
ぱら日頃のうっぷんばらし－－お姑さんとの

いざこざもあれば子どもの学校のこと等々…
「女性のおしゃべりはどこでもいっしょよ」
とのこと。もちろん、時には慣れない日本の
しきたりや言葉の壁への悩みも出るそうです
が、それよりも毎週女性どうしで集まってこ
こでお喋りをすること自体を楽しんでいると
のこと。たとえ不安を抱えていてもお喋りす
る時間を共にすることだけでほっとする人も
いるんですよね、とダイアンさんはおっ
しゃっていました。ダイアンさんが初めて来
日した 20年前はアメリカと日本の生活のレ
ベルにも大きな差があり、とまどうことも

あったそうで、その点が今と当時とではずい
分違うと感じているとのこと。依然として日
本とアメリカではいろいろな制度が大きくち
がうけど、さほど悩むほどでもない、という
あくまでも自然体のダイアンさんの話を聞く
うちに、こちらのほうが異国では悩みがつき
もの、というステレオタイプのイメージで質
問していることに気づかされました。とはい
え、 ベ イ タ ウ ン が 成 長 す る に つ れ、
International Tea Time のような外国人にとっ
てのオアシスの場の必要性は高くなってゆく
ことでしょう。 【板東幸恵】

過去最大！摘発車両60 台　－ 2000 年度 3 回目－
　千葉西警察署は、10 月 24 日、25 日、26 日の３日間、車庫法違
反車両の摘発を実施。ベイタウン全体で60台近くを検挙
しました。車庫法違反による摘発は今年に入って３回目で
す。今回は街の南側を中心に行われた模様で、これらの地
区の長時間駐車は目に見えて減りました。

　「自動車の保管場所確保に関する法律」（通称：車庫法）は、
第 11条第 1 項で「道路上の場所を自動車の保管場所とし
て使用してはならない」とし、第 2 項で、昼間は 8 時間
以上、夜間は12時間以上同一カ所に駐車することを禁止
しています。摘発は夜間行われたので、約60台の車は同
一カ所に12 時間以上駐車していたことになります。

　ベイタウンの違法な路上駐車は、街開き以来の課題と
なっています。ベイタウンが駐車禁止ではない（注）のは、
道路を車庫代わりに利用しない、危険な場所への駐停車を
しないなど、我々住民自身のモラルが前提となっています。
この前提が守られていれば摘発は必要なかったはずです。

（注）駐車できる場所は限定されています。交差点やバス
停付近への駐車はできません。

自治会連合会では定期調査を実施

　一方、自治会連合会交通委員会では 11 月 11 日（土）
から12 月 2 日（土）にかけて路上駐車の調査を実施しま

した。車両ナンバーと駐車場所を控え、ワイパーには「長時間の駐車
をしないよう」に訴えるチラシの挟み込みを行っています。

　今回の調査では放置・廃棄されたと思われる車両が
複数確認されています。他の団地でも道路に車両を廃
棄する例がありますが、ベイタウン内でも起きている
のです。長時間、危険個所への違法駐車は、交通の安
全を阻害するばかりか、これら放置・廃棄車両を呼び
込むことにもなります（過去にはナンバーを交換され
た盗難車両も発見されています）。

　非常に残念なことではありますが、駐車車両の中に
は毎回確認される車両があります。これらのオーナー
は道路を車庫代わりに利用している「確信犯」と言え
るかもしれません。ご本人が一番ご存じのことと思い
ますので、心当たりの方には、あらためて車庫の確保、
長時間の駐車を控えていただくように訴えます。

　自治会連合会では、千葉県企業庁など関係方面との
協議を密接に行い、放置車両、車庫法違反車両につい
ては適切な対応をとりたいと思います。安全な街のた
めに、皆様のご協力をお願いいたします。

【幕張ベイタウン自治会連合会　交通委員会】
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WHO’S WHO　第11 回

西の街自治会のイメージキャラクタ、西野　街子さんの作者

原田　良信さん（公園西の街在住）
　グランパティオス公園西の街（通称 GPW）に「西野街子」さんと
いう方が住んでおられる。このご婦人、いつも買い物かごやゴミ袋
を持った姿でマンション内に現れ、西の街では知らぬ人のいない程
の有名人だ。この人、主婦の目からなかなか辛口の意見をすることで、
西の街の自治会組織（西の街クラブ）の役員諸氏の間でも、うるさ
がられているという。

　彼女が一躍有名になったのは、昨年の 2月頃。当時入居後しばら
くたった西の街で自治会をつくろうという話が進んでいたときだ。
「奥さん、西の街に自治会ができるんですって！」、そう声を掛けら
れた西野街子さんは、「あたし　そんな話　聞いてないんですけ
ど。」と答えて、自治会設立推進派の公報不足に不快感を示した
という。

　実は、西野街子さんは、西の街の自治会組織である西の街クラ
ブのイメージキャラクタとして考えられた想像上の人物だ。イ
メージを考えイラストとして描いたのは、西の街クラブの自治会
長を務める原田良信（はらだよしのぶ）さん。自治会づくりに必
須である公報を、親しみのあるイラストで住民に軽妙に訴えると
いう、今までのベイタウンにはなかった発想に惹かれ今回インタ
ビューをさせていただいた。

　原田さんは、本来は「基礎生物学」の博士号をもつ科学者で、
稲毛にある「国立放射線医学総合研究所」の研究員である。遺伝
子とか DNA という最先端の分野の研究をしている。そんな学究
肌の人が、何故こんなプロ級のイラストを描くのかからお聞きす
ると、「実は現在も毎月化学雑誌にイラストを描いていて、その
仕事をもう 10 年ほども続けています。子どもの頃から絵を描く
のは好きで、野菜を育てたり、昆虫採集をしたりという普通の理
科好きの子どもと同じ様な遊びをしながら、同時に絵を描いて楽

しんでいました。大学時代からイラストを雑誌などに出し始め、結
局今も理科好きの部分が職業となり、絵を描くということもイラス
トレータとして、子ども時代と同じように続けています。」

　原田さんは名古屋のご出身で、地元の大学を卒業したあと三島市
の「国立遺伝学研究所」へ、その後稲毛の射線医学総合研究所の勤
務となり、ベイタウンに住むことになったそうだ。ちなみにご結婚
は三島時代で、現在は小学 3年生のお嬢さんと幼稚園年長の坊ちゃ
んのよきパパである。「来年の打瀬第二小学校（仮称）の開校時に初
代一年生として子どもが入学できることがとても楽しみ。」と話され
る原田さんだが、「西野街子さんの今後のご予定は？」と聞いてみる
と、「今後いろんな場面で、普通の主婦の視点で意見を代弁できるひ
ととして育てたい」、とのことであった。恒例の撮影ポイントは、街
子さんがデビューした西の街の集会室、ホワイトボード前で、街子
さんと並んでということになった。 【松村】

　ガーデンウォ～ク幕張が開業して 1ヶ月

が過ぎ、当初心配されていた交通問題も、開

業直後を除けばパニック状態は解消され、い

くぶん落ち着いてきたようです。今回は、こ

のアウトレットモールおよびそれにつづく商

業施設の進出が私たちベイタウン住民の生

活、さらにはベイタウンの今後の発展にどう

影響するかを考えてみたいと思います。

　買い物ができる場所が増え、駅前の賑わい

は出てきましたが、「駐車場待ち車両の影響

でバスが立ち往生し電車に乗り遅れた。」「駅

前の駐車場にちょっと車を停め食事や買い物

をすることができなくなった。」「ベイタウン

の入り口に警備員がいても中に入ってきて車

を停め買い物に行く人がいる。」近隣ホテル

からは「お客様から、駅前周辺はいつも混雑

しているのでホテルに気軽に行きづらくなっ

た！と言われます。」などの声もあります。

つまり外来者にとっての魅力は出てきたが、

生活者にとってはどうかという現象です。

　幕張周辺地域での今回のアウトレット以外

にも、安売り宣言している世界第2 位のスー

パー「カルフール」、拡大業務地域内に開業

するアメリカ最大の会員制ディスカウントス

トア「コストコホールセール」、お隣の新習

志野駅前には国内最大手のディスカウントス

トア「ミスターマックス」が次々と出店しま

す。千葉県企業庁がいままでの土地分譲方式

を 15 ～ 20 年の賃貸方式に転換し、しか

も賃料を抑えたことが今回の出店ラッシュに

つながりました。幕張周辺地域はメッセやマ

リンスタジアムの来客数を除いても、年間 1 

千万人以上の集客が見込まれていますが、こ

れは「街のにぎわい」につながるのでしょう

か？

　景気低迷が長引き、このままでは東京周辺

の開発地との競争に不利であるという時代背

景があるとはいえ、集客施設のみの乱立が街

の魅力づくりに長期に渡って寄与するかどう

かは疑問です。借地に簡便工法で建てられる

これらの店は短期間で開業できますが、商益

が上がらなければいつでも撤退できるという

特徴をもっています。逆に見れば、一時的で

あった集客力が落ち込み、撤退が相次ぐとい

う局面となった場合、再びバブルの消滅と同

様の負の効果を引き起こす危険さえありま

す。今後長期的な視点でベイタウンという街

作りを考える場合、今回のカンフル剤的な集

客施設の誘致につづき、それをどのようなビ

ジョンを持って安定的な発展につなげてゆく

か。そのシナリオはまだ見えません。今後も

集客が進みベイタウンが「賑やかになる」中

で、次は私たち住み手がどのような住文化を

創り育ててゆくか、魅力ある街作りの中身が

問われています。

【金一剛】

アウトレットパークがやって来た！
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セオサイクル

（4番街）

  私事ながら、このベイタウンの第一期に入居し
てから、自転車を２台盗まれた。そのときのショ
ックから立ち直れず以来自転車ナシで頑張っ
てきたが、外が暖かくなり新緑が芽吹き始
めると、にわかに自転車が欲しくなってきた。

 今回はそんな私的事情もあり、街の「自転車屋
さん」として親しまれているセオサイクルにうかが

った。
 店内に一歩足を踏み入れ
ると、形も色も実に様々な
自転車が所狭しと並べられ
ている。大きく分けると、
いわゆるママチャリと言わ
れる「一般車」と「スポー
ツ車」。「スポーツ車」のな
かには、マウンテンバイ
ク、小型の折りたたみ自転
車、ロード用自転車、ＢＭ
Ｘが含まれる。売れ筋はや
はりマウンテンバイク。最
近曲乗りが楽しめるＢＭＸ
も若い人を中心に人気だと
か。
 この店は特にロード用自
転車に力を入れており、品
数が豊富で遠くからも足を
運ぶお客さんも多い。また
「セマスレーシング」というお客さんたちで作るロードレースクラブ
のサポートもしており、店長の黒木慎介さんもメンバーである。ロ
ードレース？という方は「ツール・ド・フランス」を思い浮かべて
もらうとわかりやすい。
 毎週日曜日早朝、交通公園で練習しているメンバーの姿を目にし
た方もあるかもしれない。ロードレースの楽しさは？と聞いてみた
ら、「駆け引きですね。相手の体力を見たり、仕掛けてくるタイミン
グを測ったり…この話になるとキリがありませんよ（笑）」と黒木さ
ん。
 このベイタウンは他の町に比べ自転車好きな人が多いらしい。道
が整備され、走りやすい環境が整っているというのも理由の一つだ。
海岸沿いのサイクリングロードを通ってららぽーとまで足を伸ばす

人もあるとか。「自分の力で遠くまで行ける楽しさ」「空気感を感じ
る爽快さ」に加え、「自転車に自分で手を入れる（改造する）楽しさ
」も自転車の魅力だ。お話をうかがううちに忘れかけていた自転車
に乗る楽しさがよみがえってきた。
 そこで、さっそく自転車選びのコツをうかがってみる。「ジャスト
サイズを選ぶこと」という返事が即座に返ってきた。大き過ぎたり、
小さかったりすれば、どんな高価な自転車も乗りにくい。

 最近流行のマウンテンバイクも、街
で乗ることが多い人は最初から街乗り
用の細いタイヤに変えると、路面抵抗
が少なく“速く軽く”走れるそうだ。
サイズと目的に合わせて選ぶことが大
切なのだ（たとえば、大きな買い物カ
ゴをつけたい人は一般車がおすすめ）。
「ギアが使いこなせるようになると、楽
しさが全然違います。坂道は軽く、追
い風では重いギアでスピードを満喫し
たり」との熱のこもった説明に相づち
を打ちながら、私の頭のなかにはかっ
こいいマウンテンバイクで颯爽と走る
自分の姿がちらついていた。 【佐藤】

プロの知恵「教えて！」

・ベイタウンの塩害に対抗するた

めに、月に1回ほこりを拭いてあ

げると錆がつきにくく長持ちする

。

・盗難防止のため鍵は二つかける。ワイヤーはなるべく太いものを（自転車が

高価かどうかではなく、盗みやすい自転車がねらわれるとのこと）。

◆セオサイクルでは無料でコンプレッサによるタイヤの空気入れ（セルフサー

ビス）ができます。

◆問い合わせ先：043-211-0015

ホテル　ザ・マンハッタンがモニターを

募集

　ホテル　ザ・マンハッタンが地域密着型の新しいホテルのスタイルを目指して、
幕張ベイタウンニュース読者限定のモニターを募集しています。２カ月に一度の
ホテルの食事や宿泊を行い、モニターとして意見を出すことでホテル運営の企画
立案に参加できるエキサイティングなプランです。ベイタウン市民ならではの特
典、トライしてみては。

対象： ベイタウン在住の女性（30代～ 60代まで）8名様限定
実施時期： 2001 年 6月より 1年間
内容： ランチ・ブッフェ、宿泊、テラス、サント・ノーレ、ベラ・ルーサ

などの無料利用（隔月）とティーミーティング（隔月）によるホテ
ル担当者とのディスカッションおよびレポート提出。

応募： テーマ作文「私のホテルライフ」（字数は自由）を添付し、お名前、
連絡方法を明記して封書にて郵送でお申し込みください。

応募期限： 5 月 20 日（日）消印有効
宛先： 千葉市美浜区ひび野 2-10-1
 ホテル　ザ・マンハッタン　営業企画　小野宛（電話：０４３－

２７５－１１１１）
発表： ホテル　ザ・マンハッタンから通知します。



だれもが、手軽に使える印刷機。連合会が利用者を募集！
　パティオス 2 番街の空き店舗（こむこむ掲示板のある場所）に
本年 3 月より、住民の誰もが使える軽印刷機が入りました。これ
はベイタウンでの情報公開性を高めるために自治会連合会（こむ
こむ）が導入したもの。政治、宗教、営利を目的としなければベ
イタウンの市民の誰もが利用できます。各番街のニュースレター
やサークルの連絡など、これまでコピーや学校の印刷機を借りて
行っていた作業が簡単になりました。しかも印刷機の使用は無料。
用紙だけを用意すれば、後は下記の管理者と連絡を取り、都合の
いい日時を打ち合わせて行えます。詳しくはこむこむ掲示板の使
用細則をご覧下さい。
こむこむ印刷機管理者：田村伸彦 （#5-205 　TEL:211-0095）、
下 川 正 晴（#5-201　TEL:211-0472）、  松 村 守 康（#10-612　
TEL:211-6853）、 砂原  正行（#8-304　TEL:211-6341）、 佐藤総一

（#17-214　TEL:212-5630）、 内田康文（#4-320　TEL:211-0574）

住む人の立場 に立った街づくり

おゆみ野（千葉市緑区）

公団では、おゆみ野地区において、住む人の立場に立った「お
ゆみ野方式」と呼ばれる街づくりを積極的に進めています。

その一環として昨年度、地区内の小学生との公園づくりを実施
しました。

この”おゆみ野ふれあい公園”では、現在小学生と地域の住民
による維持管理が行われていますが、これは単に小学生のアイデ
ィアを取り入れた公園づくりをし
たというだけでなく、その後も地
元の住民に公園の維持管理を通じ
てふれあいが生まれ、コミュニテ
ィが広がっていく、といった効果
を街にもたらしました。

この取り組みが評価され、当
地区は「第 1 回対話型行政推進大
賞（旧建設省主催）」を受賞して
います。

また現在も、住まい手参加に
よる新生活空間提案型街づくり 

「おゆみ野モデル地区プロジェク
ト」、千葉市緑区との共同による

「おゆみ野遊歩道フォトコンテス
ト」など、地域に密着した様々な
活動が行われています。

B

賃貸住宅のお問い合わせは
総合募集センター津田沼案内所
 TEL：047-478-3711

公団住宅の駐車場のお問い合わせは
日本総合住生活（株）千葉支店
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■東京・有明の国際展示場に行って来ました。国際ブックフェアですね。
子供はまんが立ち読みに味をしめて、また来年も行きたいと言ってます。
わたしも収穫ありました。ほしくてオンライン書店で注文したものの、
在庫なしで結局買えなかった本を手に入れられたこと。「スクールウォー
ズ」の原作本なんで、子供のレベルとあんまり変わりませんが。

茂木俊輔（#7-301/T&F211-1066/m38032@pp.iij4u.or.jp）

■「相乗効果」とは、複数の要因が重なることによって、それら個々が
もたらす効果の和以上を生ずることを言うが、駅前にアウトレットが出
来たことで、長年駅前で頑張ってきた「プレナ」も売上が伸びているら
しい。地元の住民としては駐車場を探すのが大変で、“出かけたついで
にプレナの本屋でちょっと買い物”が難しくなったが、意外な波及効果
に喜ばしい限りである。

金一剛（#3-220/T&F:211-0388/ikkim@xa2.so-net.ne.jp）

■久し振りに打瀬中学校に行く事があり、ある教室の窓から外を見て
びっくり !　2 年前に何も無かった所に海浜打瀬小学校が建ち、新しい
パティオスも建設中なので、風景がまるっきり変わっていたのです。当
たり前の事なのですが、見る角度が変わった事で初めて気付く事もあり
ますよね??マリンデッキでの可愛いペットちゃんのマーキングも…場所
をかえてデッキ下を通って見ると「もしや、この水滴は !?」と頭上の水

滴にドッキリすることも !!…いつもと違う場所から、街
を見てみて…そしていろいろな事に気付いてください。

浜田貴代子（公園東の街 /atmark@pop01.odn.ne.jp）

■前号でペットの特集をやりましたが、本当に最近犬を
連れた人たちが増えているように感じます。それも「お
じさん」（失礼！）と犬の組み合わせが多い。ある人に聞
いたところご主人が定年になったら犬を飼うとのこと。
なぜかというと、定年後散歩に行くにしてもおじさん一
人だと怪しまれるからだそうで、犬が一緒だとすんなり
街の風景にとけ込めるからだとか。それはともかくとし
て、健康にもいいし、犬を通じて他の人とふれあう機会
もあり、いいこと尽くめ。ただし、マナーだけはお忘れ
なく。 佐藤則子（#3-310/T&F:211-0090）

■本号の記事でも扱っていますが、コアにできる図書館
の蔵書をめぐっての議論が盛んです。本と言えば、ベイ
タウン在住の方には本の出版をと考えて原稿を書き溜め
ている人が何人か居られます。職業関連のものや自叙伝
的なものなど様々ですが、街作りや子育てに関するもの
など、この街につながりのある本なら、街の中で読者を
得ることも難しくないように思います。ベイタウンニュー
スは素人集団で全国規模の出版のお手伝いはできません
が、誌上で本を紹介して街で流通させることや、編集や
印刷に関して知恵を貸すなどのことならできそうです。
そのうちヒット作を扱えばベイタウンニュースも出版事
業に参入できるかも。それは冗談として、ニュースの活
動のひとつとして検討してみたいと思っています。

松村守康（#10-612/T&F:211-6853/m-

matz@mxq.mesh.ne.jp

不審者に注意

　去る4/24（火）午前7時頃、パティオス6番街内で刃物を持った
露出狂が出るという事件がありました。ナイフを持ち、女子高校生
を脅したそうです。不審者をみかけたら、メッセ交番（296-0605）へ。

今年の夏もプール開放

　4 年目を迎えたプール開放、今年は打瀬小学校のプールを
使って行います。もちろん、海浜打瀬小学校のみんなも参加
できます。年々親子での参加が増え、「親子開放」の夢が実現
されてきました。今年もたくさんの親子参加をお願いします。
また、このプール開放は住民ボランティアによるものです。
準備や監視などの運営には住民の皆さんのご協力が不可欠で
す。ご都合のつく方は 2 、3 回でもご協力ください。日程や
具体的な内容はパティオス4番街の鎌田（TEL/FAX:211-0459）
へご連絡いただくか、2 番街のこむこむ掲示板をご覧下さい。
小学生の受付は 7 月初旬に両方の小学校で申し込み用紙を配
布します。
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生徒会中央役員の任期を終えて
　打瀬中学校の生徒会は 11月の文化祭を境にして新旧の役員が
交代します。どの学年も 2学級だった打瀬中学校は今年度から
1，2年生が 3学級になりました。人数が増えたことで、さまざ
まな行事は大いに盛り上がりを見せてくれました。その陰で支
える本部役員は大変だったと思います。1年間ご苦労様でした。
役員の任期を終えての感想を紹介します。

「夢は宇宙のように」・・打瀬中文化祭
　今年の打瀬中学校の文化祭は、「夢は宇宙のように」をテーマ
に開催されました。今年は昨年にも増して地域の方の参加が増
え、さらに盛り上がりを見せています。ピアノ演奏、日本舞踊、
合唱、シニア体験、英会話シュミレーション、水彩画展示、
パッチワーク展示と７団体に参加頂きました。限られた時間内
では全部は見きれないほどでした。生徒の発表も演劇部の参加
や新しい出し物などが増え益々充実したものになっています。

中央役員　　山畑　俊介　　
　僕は一年前に「有言
実行」という目標を立
て、今まで頑張ってき
ました。そして今、目
標を達成できたと思っ
ています。具体的には
立ち会い演説会で公約
した「募金活動の活発
化」、もうひとつは「楽

しいイベントを企画する」などを実践できたことです。また、
生徒会活動を通していろいろな経験をすることができました。
そして、その経験を生かしてこれからの生活に役立てていきた
いと思います。この一年、本当に楽しい生徒会活動をすること
ができ、そしてとてもいい思い出になりました。ありがとうご

中央役員　　木村浩一郎　
　この１年間、生徒会の司会をやら
せていただき、とても貴重な体験が
できたと思います。会をスムーズに
進めるために臨機応変な対応が求め
られ、とても難しく僕には少々荷の
重い仕事でもありました。また、生
徒会という活動自体もとても責任を
必要とし、真剣さが求められるものでした。そこで、前生徒会
役員の一員として、この読者の皆さんにお願いがあります。会
長の池田君をはじめとする新生徒会役員は打瀬中をよりよくし
ていく力を持った責任ある人たちばかりです。どうか、いろい
ろな面で協力、支援をしてあげていただきたいと思います。僕
らがそうしていただいたように。皆さんの温かいご支援をお願
いします。最後に、僕たち旧生徒会に協力していただき誠にあ
りがとうございました。

生徒会長　　荒井　慶太　
　この一年を振り返ってみるといろいろ
なことがありました。入学式から始ま
り、生徒総会、体育祭、文化祭と生徒会
が関係する行事がとてもたくさんありま
した。入学式での歓迎の挨拶は、緊張し
てしまいましたが、集会や代表委員会、多くの行事をこなして
いくうちに、しだいに慣れていき最後の仕事となる文化祭は大
成功させることができました。僕は、この生徒会長の仕事を通
してたくさんのことを学び、有意義な一年を送ることができま
した。ありがとうございました。

中央役員　　太田　佳織

　文化祭･･･。11 月 11 日に
それは終わった。大成功。
生徒会に入って文化祭とい
うのは最初と最後の仕事。
私は 1年間富川さんと｢書記
｣をやってきた。｢書記｣って
言うのは案外仕事が多いも
ので、そのために休み時間
や放課後がつぶれることはよくあった。そんなこんなで 1年。
他の学年の人とやるのは内心ビクビクしていたけどみんな面白
い人だった。1年間っていうのは長いけど経験してみると短
い。大変で忙しくてどたばただったけど、楽しくて、面白い生
徒会でした。ありがとうございました。

中央役員　　富川　真希　
　一年間生徒会本部をやって、
とても充実したいい一年だった
と思います。初めは何だかぎこ
ちなくて、上手くやっていける
かなぁと心配でした。でも今
は、そんな心配なんか無かった
ように思います。いつも笑いが
絶えなく、笑いすぎて怒られる
こともあったけど、ただ、ただ

楽しかったです。また、学校の中心的立場としていろいろ学ぶ
こともありました。責任の重さや全校の意見など、これからの
残った中学校生活に生かしていきたいです。

中央役員　　片寄　雅史　
　今期の生徒会を終えて自分は
変わったと思います。その理由
は、生徒会をやる前は、人の前
に出て話をするということは自
分にはとてもできないことでし
た。しかし、今は人前で胸を
張って話せるようになりました。
それに、自分の仕事にも自信を持てるようになりました。僕
は、6期の生徒会をやれてとても良かったと思っています。そ
して、7期の生徒会も頑張っていきたいと思います。ありがと



保健講話
　11 月 28 日（火）　本校の多目的ホールで保健講話が開かれました。

健康に関する問題を取り上げ自分の心や体を大切にする姿勢を育てる目

的で平成７年度から毎年開催しています。「薬の話」や「免疫と感染症」

「薬物乱用」などが取り上げられてきました。今年のテーマは「栄養と食

生活」、お話をしてくださったのは千葉市教育委員会保健体育課指導主事

小川達也さんと若葉給食センターの石井良和さんの二人。「嫌いな食べ物

は無理して食べなくても、他のもので補えばいいんだ･･･。」「朝食はしっ

かり食べないといけない。」「食事には二つの目的があり、一つは栄養を

とること、もう一つはコミュニケーションのため、だから孤食はいけな

い･･･」といったお話を聞き、生徒は自分の生活を考えるよい機会であり

ました。

ライトアップ
　本校の２年生の岡田舞さん、唯さんのイラストが、12 月 11 日（月）

午後 5時から 7時までの 2時間、幕張プリンスホテルのベイタウン側に

ライトアップされます。これは幕張プリンスホテルが来る 21 世紀を担

う若者（中学生）にライトアップのデザインを募集したものです。この

日は、ぜひ幕張プリンスホテルを見上げてください。

@Space
千葉市読書感想文コンクール

最優秀　    2 年　太田佳織

                   センス・オブ・ワンダー････全国コンクール出品

                   　　～地球の美しさは生命の輝きのなかに～

                   1 年    菅沼克俊　　ふるさとの木によるふるさとの森づくり

優秀　　    1 年　木村朱里　　挑戦する勇気

                   1 年　 新津志帆　　日本人のセンスに乾杯

                   2 年　 清水真希　　言葉・経験・心の豊かさ

入選　　    2 年　須藤大輔　　人間が生きるということは

                   3 年　 白井妙恵　　個性っていい

                   　　～ダックス先生に教えられたこと～

文集『ともしび』

意見文        4 席　2年　佐藤真美 　　　　　　

                   佳作　3年　増井大地

生活文        4 席　3年　法月智子

                   入選　2年　金森友朗

詩集『ともしび』

俳　句　コンクール入選　　　3年　松浦宏昭　　

入選            2 年　太田佳織　　2年　前田　嶺

                   3 年　武　桃子　　2年　藤本隆太郎

                   2 年　庄司麻央　　3年　藤田英里

                   2 年　中島　啓

平成 12年度　『心の輪を広げる体験作文』

最優秀賞　2年　藤本隆太郎　　魅力的な世界

優秀賞　　2年　柴崎　悠介　　シニア体験を通して

　　　　　1年　牛島　愛美　　心のふれ合い

テニス部

11 月 3日 ( 金 )　千葉市スポーツ少年・少女中央大会 ( 個人戦 )

　　　　　　　青葉の森　スポーツプラザ

1年男子       法月・伊丹組　準優勝

                     早野・小畠組　ベスト 8 

1 年女子       山崎・木村組　第 3位

                     三木さ・三木あ組　ベスト 8

2年女子       因幡・正橋組　優勝

                     白熊・北田組　ベスト 8

　2年男子は、自然教室のため参加できませんでしたが 1年男女、2年

女子とも好結果を得ることができました。

11月 11日 ( 土 ) ～ 12 日 ( 日 )

千葉市少年少女学年別選手権 (2 年男子の部 ) 青葉の森スポーツプラザ

男子 三松・藤本組　優勝

 戸ヶ崎・金城組　第 3位

 小川・木下組　ベスト 8

　三松君藤本君は現在の時点で市内No.1 チームとなりました。自チーム

内にライバルがいることが今後さらに楽しみです。

11月 23日 ( 木 )

第 29 回若潮旗争奪千葉県中学生ソフトテニス選抜大会

　　　　　　　　青葉の森スポーツプラザ

男子       1 回戦　打瀬　３―０　周西 ( 木更津 ) 

　　       2 回戦　打瀬　２―１　横芝 ( 山武 )

　　       3 回戦　打瀬　１－２　海神 ( 船橋 )

　　　　　ベスト 8

女子　   1 回戦　打瀬　１－２　白井 ( 印旛 )

　男子は 2回戦で県新人戦 3位の横芝中を破る健闘！　3回戦での敗退

が悔やまれます。

11月 26日 ( 日 )　千葉県中学生ソフトテニス選手権大会

　　　　　　　　白子町共同テニスコート

男子　   三　松・藤本組   2 回戦　３―０　茂原東

                                          3 回戦　２―３　松戸六

              戸ヶ崎・金城組   1 回戦　３―０　習志野一

                                          2 回戦　３―０　館山二

                                          3 回戦　０－３　和名ヶ谷 ( 松戸 )

女子       因幡・正橋組      1 回戦　３―０　八街南

                                          2 回戦　２－３　横芝 ( 山武 )

　男女とも大健闘！！　特に女子は敗れはしましたが 2回戦でシード校

横芝中を相手に勝利まであと 1歩のところまでがんばりました。

　　コメントはすべて三橋顧問からです。


