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幕張ベイタウンニュース編集局

　引越しシーズン到来、ベイタウンでも新しく完成した三つのマ
ンションで入居が始まっています。ベイタウン内でのお引越しも

よく耳にします。新築物件にお引越しをされたお宅でお話を伺っ

てきました。� 【北村】※記事は 2面に掲載。

◆西川和男さん、恭子さん、
あや香ちゃん、愛犬のクッキー。
下の写真はお気に入りの中庭。

広いバルコニーで遊ぶ碧
媛ちゃん、至誠くん。
上はパティオスアバンセ
の中庭。

入居が本格的に始まった
グランエクシア。

◆サウスコートの住人になったば
かりの坂元千穂さんと元気なダン
ゴ三兄弟（写真左）。



ウスコートの西川さん
宅。ベイタウンを衝動買いし
たのは８年前。都心にも気軽に
行ける距離にありながら、自然
がたくさん残っていて、海にも
歩いていけるベイタウンが大好
き。子供の習い事はもちろん親
の習い事もベイタウン内で満足
できる先生が揃っているところ
が魅力。ランチを楽しむ場所も
多いベイタウンから離れたくな
くて、広さのある新居をベイタ
ウン内に再び購入。サウスコー
トの中庭はお花がたくさん。
ハーブガーデンもあり、キッチ
ンスタジオでハーブを使ったお
料理イベントがあればいいね、
とお嬢さんのあや香ちゃんと話
してらっしゃいます。リビング
からは海と川の両方が目の前に
広がり水辺のリゾート地にいる
気分。マリンスタジアムの花火
が楽しみ、とベイタウン二度目
の新居に満足のご様子でした。
　元気いっぱい三人兄弟の子育
てを楽しむ坂元さんは広さが魅
力でサウスコートをご購入。目
の前の交通公園は子供達のお気
に入り。サウスコートは無料の
キッズルーム、プロ在中の託児

バンセの馬紅梅さん
（写真下）はベイタウン内の賃
貸物件からのお引越し。週末、
ご主人とたくさんのモデルルー
ムを見学し、ベランダが広いア
バンセをご購入。広いベランダ
は子供達にとって楽しい遊び場
所。眼下に公園と川が広がるベ
ランダには白いテーブルとチェ
アーもあり、そこでお茶を楽し
むのは奥様のお気に入り。

ランエクシアでは 3月
26日から入居開始。４月上旬に
は 8割が入居。お客様である住
民の皆さんに快適な住空間を提
供したいとおっしゃる管理人さ
んお二人にお話を伺いました。
　「住民の皆さんとのコミュニ

ケーションを大切にし、ホスピ
タリティー（おもてなしの精神）
を第一考えている。挨拶はま
ずはじめに出来るコミュニケー
ションなので皆さんに声をかけ
ている。気持ちよくすごしてい
ただきたい。」
「駐車場の使い方、ゴミの捨て方
などの質問が多くベイタウンに
初めて住む方がほとんどだと思
う。小さなお子さんをよく見か
けるし、幼稚園の送り迎えもず
いぶんたくさんの人がされてい
る。妊婦さんも多いのでにぎや
かなマンションになりそうで楽
しみ…etc.」と温かいお言葉が
聞けました。住民の皆さんは『お
客様』であり、おもてなしの心
で快適な住空間を提供したいと
いう管理会社のあり方は新鮮で
素敵に思えました。

室、一時間から頼める家事サー
ビスまで、子育て期間は特に助
かるサービスと設備が完備。ベ
イタウンは病院が多いのも住み
やすい理由、とのこと。

　紅梅さんはお茶が大好きで中
国直輸入の様々なお茶はお部屋
に美しくディスプレイ。お茶道
具も各種揃っています。お茶好
きな方はお声をかけてみては？
日本語堪能なご夫妻も子供達の
前ではなるべく中国語で会話を
する生活。冬休みに訪れた中国
で子供達はちゃんと中国語を話
せ、ひと安心。得意の中華料理
はアバンセのキッチンの火力で
十分、だそうです。

サ

ア

グ

アバンセから花見
川方面をを望む。

（1面関連記事）

 CORE CALENDAR  May  5 月のコア

幕張ベイタウンオーケストラ定期演奏会
時間：1:30 開場、2:00 開演
場所：コア　音楽ホール、入場無料
シュトラウス「美しく青きドナウ」
エルガー「威風堂々」
ベートーベン「交響曲第３番　英雄」

6/6
（日）

 わくわくお話し会
楽しい絵本や紙芝居、ゲームなどを
用意してお待ちしています。

時間：10:00 ～ 12:00
場所：コア　工芸室
連絡先：211-0188　井上

5/15
（土）

第17回ファツィオリを弾く会
時間：9：30 ～ 11：30
場所：コア　音楽ホ－ル
連絡先：TEL ＆ FAX   阿曽（211）0273
お申し込み締め切り日：5/16（日）

5/23
（日）

私たちベイタウン音楽愛好会では、月に一度、住民の皆
様にファツィオリを弾いて頂く事の出来る機会を設け、
お待ちいたしております。お気軽にどうぞお申し込み下
さい。

第６回ベイタウン音楽会「サマ-コンサ-ト」
出演募集
☆７月１８日（日）　コアの音楽ホ－ルにて、第６回ベイタウン音楽
会「サマ－コンサ－ト」を開催させていただきます。
　月に１回の「ファツィオリを弾く会」が練習会とすれば、この「ベ
イタウン音楽会」は晴れの舞台といったところでしょうか！
　ピアノ・ヴァイオリン・声楽・合唱・アンサンブル etc．子供か
ら大人まで、沢山の住民の皆様にコアのホ－ルで、日頃の練習の成
果を発表して頂きたいと思っています。お申し込みをお待ちしてい
ます。
♪申し込み締め切り　　　　５月末日
♪連絡先：大垣（276-3878 / ymogaki@k4.dion.ne.jp）

 寺子屋工作ランド
時間：10:00 ～ 12:00
場所：コア　工芸室
竹細工シリーズ第 3回
「紙玉てっぽう」

5/22
（土）



　1997 年 5 月に創刊され
たベイタウンニュースは
早くも 8 年目を迎えます。
新しい街づくりには、情報
の公開と共有が必要と思っ
て、仲間 3 人で創刊しま
した。「単なる情報紙にと
どまらない住民参加の起爆
剤としての役割を果たして
きたと自負しています。し
かし、ベイタウンニュース
が創刊以来掲げてきた“全
戸無料配布”が危機に瀕し
ています。
　以下は、ニュースの置
かれている現状とお願いで
す。皆さんのご協力をお待
ちしております。

● 新聞づくりはスポンサ
ー探しから始まります。

ベイタウンニュースは独立
性を保つため、企業からの
広告費と編集部員のボラン
タリーだけで編集・印刷・
配布までを行っています。

● 現在の発行部数は約
6000 部。

ベイタウンの全戸と、幕張
新都心の企業、千葉県企業
庁、千葉市教育委員会、県
内外の報道機関へ無料で
配布しています。創刊時は
3000 部程度でしたが、現
在はほぼその倍。続々と増
え続ける発行数に財政的に
きびしくなっています。

● 現在活動中の編集部員
は 5 名。

全員ボランティアで活動し
ており、誌面の内容に関し
ては編集局の責任編集とな
っています。

●　出来上がった新聞を各
街区からのボランティアで
構成されている「ベイタウ
ンニュース・サポーター」
の皆さん（現在約 50 名）
がベイタウン全戸のメール
ボックスにポスティングし
ます。サポーターのみなさ
んは、ベイタウンニュース
の貴重な情報源でもあり、
ニュースを発行する上で欠
かせないものです。

● ベイタウンニュースの
バックナンバーを見る
ためには

「ベイタウンネット（http:/
/www.baytown-net.com/）」
上の「Links」で「まくは
り Baytown News」に入る

ベイタウンニュース紹介
と創刊号から検索できま
す。

● ベイタウンニュースへ
のご意見は

ベイタウン・コアに設置さ
れているニュース投書箱ま

ベイタウンニュースからのお願い
新しい街区の皆さん、ようこそベイタウンへ！
私たちベイタウンニュースは皆さんと同じベイタウンに住む住民が手作りで発

行する新聞です。
ベイタウンニュースは紙面を作る編集部と、配布を行なう「ニュースサポーター」

によって毎月発行・配布されています。ニュースサポーターにはどなたでも参加で
きます。
  毎月第一土曜日の午前 10 時からベイタウン・コア講習室で情報交換（おしゃべり）
をしながら折り込みや配布をしています。用があるときや、気が乗らないときはお
休みしながら参加できる気楽な集まりです。
  「現在、急激に増えてい
る街区をカバーするには
サポーターが不足気味で
配布作業はパンク寸前で
す。今後も全戸への無料
配布を続けていくために
は皆さんの協力が不可欠
です。
　新年会やささやかな慰
労会もあり、いろいろな
人と知り合ういい機会に
なっています。ぜひ一度
参加してみてください。

でお願いします。なお、情
報確認のため、投書の際に
は必ず連絡先を記載してく
ださい（匿名希望の場合も
同様です）。

【金】

続々々、交通問題

　富士見通りを車で海側か
らベイタウンに入り、京葉
線線路方面に走ると、マリ
ンフォート、20 番街付近
は海浜打瀬小学校の通学
路にもかかわらず両側にび
っしりと車が停められてい
る。
　メッセ大通りを渡り、
16 番街、15 番街、6 番街、
5 番街前も状況は同じ、ド
ライバーにとって対向する
ことは難しく、大型車とす
れちがうときにはドアミラ
ーが接触しそうになる。し
かし、5 番街前を過ぎ 8 番
街前になると風景が一変。
道路の視界が急に開ける。
停められている車がない。
視界をさえぎるものがない
ので、住民が世話をして育
てている 8 番街の「手作

り花壇」もよく見える。富
士見通りは路上駐車が当た
り前と思って走ってきた目
には、このエリアは「迷惑
駐車は許さない」と道路が
宣言しているようにさえ見
える。
　もちろん道路自体に富
士見通りの他の道路とちが
った仕掛けがある訳でもな
い。道路に面する 8 番街
が管理組合、自治会で常に
迷惑駐車が無いよう気を配
っているからだ。他に駐車
している車がなければ、ド
ライバーとしては迷惑駐車
はできないものだ。そのた
めこのエリアでは常に迷惑
駐車が極端に少ないという
状態が保たれている。
　8 番街の運動の中心にな
っているのは吉識渉さん。

早朝の出勤前や帰り道、番
街周辺で違法な青空駐車や
迷惑駐車をみつけると、手
製の注意ビラを挟み込む。
こんな作業を 5 年以上に
もわたってつづけてきた。
ときには青空駐車を繰り返
すドライバーが注意した吉
識さんに怒り、車を急発進
させたため轢かれそうにな
ったこともある。しかし、
この吉識さんの熱意が他の
住民にも伝わり、今では 8

番街の管理組合、自治会が
自分たちの街区付近から迷
惑駐車はさせないという強
い意識を持っている。
　「ベイタウンの街をよく
するのは、それぞれの街区
が自分たちの番街のコミュ
ニティをしっかり作ること
が基本です。一人の力でで
きることではありません。
すこしずつでも、みんなで
継続して行うことです」と
は吉識さんの言葉だ。

　交通問題というと、街全
体で議論し、行政に働きか
けて制度を変え、ハードや
システムを変えることです
ぐに結果を求めようとする
が、やはり基本になるのは
個人や番街という小さな単
位からの継続的な取り組み
だ。8 番街の例は、そんな
草の根の運動が十分な効果
を上げられることを示して
いる。

日中でも迷惑駐車のない 8番街前の富士見通り。4/20午後 1:30頃撮影。

　前回の記事で、交通問題は出口が見えない難問題と
いう悲観的な伝え方をしたが、今回は希望のもてる話。
パティオス 8番街では、住民の力で番街周辺の迷惑駐
車をなくし、ベイタウン内でただひとつ、番街周辺の
道路をクリーンに保っているという、「交通問題解決の
成功例」を伝えたい。某 TV番組「ご近所の底力」のベ
イタウン版。交通問題にも解決策はあったんだ。【松村】

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


登録の申込み

本登録手続き

お仕事のご紹介

お仕事決定

お仕事スタート

登録から派遣スタートまでの
ステップ

　まず本登録手続きのための来社予約を！
登録手続きは、海浜幕張駅近くの幕張支社
で実施しております。
月～金 /9：30～、13：30～、15：30～。
お時間をお選びいただき、お電話にてご予
約ください。(TEL : 043-297-7651)

　仕事に対するご希望や今までのキャリア
についてお伺いし、あなたのスキルのチェッ
クをさせていただきます。

　ご登録いただいた経験・スキル・希望条
件に沿い、お仕事をご紹介します。

　派遣先（企業）・あなた・アデコで契約書
を交わし、お仕事が決定。

　いよいよお仕事スタート ｡アデコは、あ
なたが派遣先で自分の持つ能力を最大限発
揮できるよう、就業中も充実したサポート
体制であなたをバックアップ !!

幕張新都心で
働いてみませんか？
アデコならあなたのスキルを
最大限に活かせます。

☆TOEIC や留学など英語が得意なあなたには…
 　英文事務、外国人付セクレタリー、通訳、翻訳

☆ 専門的な知識を活かしたいあなたには…
 　経理事務、総務事務、IT サポート、CADオペレーション

☆ やっぱり事務というあなたには…
 　OA事務、一般事務、営業事務

☆ 扶養枠内で働きたいあなたには…
 　データ入力、ファイリング、受付、テレオペレーション

上記の他にもお仕事がございます。お気軽にお問い合わせください。

世界 68 ヵ国、5,800 以上の支店を持ち、世界中で 68 万人のスタッフを派遣している

世界最大の総合人材サービス企業「アデコグループ」の日本法人です。

日本国内には 110 以上の拠点があり、登録されている方は 63万人にのぼります。

ご予約・お問合せはこちらまで
アデコ株式会社　幕張支社
〒 261-7117

千葉市美浜区中瀬２- ６ ワールドビジネスガーデン 

マリブイースト17F

TEL：043-297-7651（担当：斉藤）

E-mail：hisami.saitoh@jp.adecco.com

http://www.adecco.co.jp



打瀬子どもルーム
　昨年は、バナナパフェ＆手作りビーズ
で、初参加を果たした。
　今年も伝統（？）の「手作りビーズ」
と「ポップコーン」で出店する。「ふだ
んは仕事等に忙しく、ビーズに手を出す
機会もあまりありませんが、きらきらす
るビーズに触れていると心楽しくなる気
持を、ベイタウンまつりをきっかけに親
子で存分に活かせれば、と思って、今年
もビーズ細工を出してみることにしまし
た。簡単なものしか作れませんが、格安
で提供します！」とはビーズ作りを中心

になって進める河野さん（1 番街）の
話。一方ポップコーンも今年は、「栄養
士」免許をもつルーム父母会のママがリ
ーダーとなり、栄養満点のいろんな味の
ポップコーンを作る。他では、食べられ
ないとっておきの味があるので、是非楽
しみに。 【松村】

　3/27 夜。コアで佐藤総
一（17 番街）は連合会の
印刷機を前に途方にくれて
いた。まつりへの出店者募
集ビラをベイタウンニュー
スに挟み込むため、ベイタ
ウンの全戸分 6,000 枚を
印刷しようとしたのだが、
印刷機は壊れていた。ベイ

タウンニュース 4 月号の
発行まであと１週間ある。
しかし、明日からは仕事で
海外出張だ。今日のうちに
印刷を終わらせなければ、
住民全戸への出店募集は間
に合わなくなる。結局この
印刷は友人に無理を言って
頼み、なんとかニュース配

布に間に合わせた。
　佐藤がベイタウンまつり
の実行委員を買って出たの
は 7 年前。第一回のベイ
タウンまつり準備の時から
だ。街を自分たちでつく
る。ベイタウンまつりはそ
の象徴だ。そんな気持ちで
6 年間、年に一度のベイタ
ウンまつりを毎回先頭に立
って支えてきた。だが毎年
大きくなるベイタウンまつ
りを裏方で支えるのは大変
だ。自治会連合会主催で実
行委員会をつくり開催する
が、連合会役員の交代はあ
ってもまつり実行委員の交
代はない。今ではまつりの
準備雑用のすべてを一人で
背負い込む。
　出店募集のビラは予定通
り 4 月 3 日発行のベイタ
ウンニュースに挟み込まれ

た。海外出張から帰ってき
た佐藤を待っていたのは、
自宅 FAX に届いた出店申
し込みの山だった。FAX
ロール紙 2 本が丸々出店
申し込みの書類だった。昨
年の出店数からある程度
覚悟をしていた。し
かしこれほどとは。
それぞれの出店企
画を読み、営業目
的や外部から
の出店などベ
イタウンま
つりの趣旨
に合わな
い も の
は 辞 退
してもら
う。 フ リ
ー マ ケ
ットへの
出店申し込
みは先着順に場
所を割り当てる。
その他の申し込
みは 24 日に場所
を決めるため、コ
アで開催する説明
会に参加してもら

う。こんな忙しい作業が毎
日のようにつづく。用地管
理者としての企業庁への申
請、道路封鎖（歩行者天国）
のための警察への折衝など
行政期間に足を運ぶ仕事も
残っている。

　そんなに忙しいなら
実行委員を募集すれば
いい、と言ったが、6
年間に積み重ねられた

ベイタウンまつり
の準備ノウハウ
は膨大だ。今年
のまつりに今
から実行委員
を募集して、
仕事を分担
している余裕
はない。そ
ん な わ け
で、来年の
ために「第8

回（2005 年 5 月 ）
ベイタウンまつり　
準備実行委員」を募
集します。
連 絡 先： 佐 藤 総
一（212 - 5630  /  

sosato@fiberbit.net）

今年もこの祭りハンテンであちこち歩きます。見
かけたら声をかけてください。

ベイタウンまつりの舞台裏

　今年で第 7回を迎えるベイタウンまつり。外部から業者を入れず、街に住む人が
自分たちの楽しみのためにという、まつり本来の姿を保ちながら年々規模は大きく
なる。メディアで取り上げられることも多く、今や首都圏ではちょっとしたイベン
トになりつつある。
　いったいこれだけのイベントを、誰がどうやってコントロールしているのだろう。
今回はベイタウンまつりの舞台裏をさぐってみた。 【松村】

まつりの表舞台へ（次ページに関連記事）

海浜打瀬子どもルーム
　ベイタウンまつりへの出展参加は 2 度目。昨年は「ス
ライム」で参加。手作りのスライムキットを 850 個準
備した。一個 20 円の値付けと安かったせいか、全部売
り切れた。「今年の目標は」と聞くと、今年から子ども
ルーム役員を手を挙げて買って出た村山さん（ミラマ
ール）は「当然 1000 個ですね」と強気だ。今年も１個
20 円程度。単純計算では 20000 円の売り上げだが、利
益は全く考えていない。子どもルームのことをみなさん
に知ってもらい、子どもたちが楽しく遊べればいいそう
だ。
　スライムは青、水色、白、緑、などいろんな色を用意
するが、子どもたちを集めての予行演習では、何度やっ
ても「青」が大人気。仕入れの配分が難しい。
　まつりの当日は、子どもたちがルームで手作りした「の
ぼり」を立てて待っている。 【松村】

トールペイントのお祭り準備も順調に進行中です
　コアの開館とともにスタートした
トールペイントサークル、メンバーの
腕もあがり、レベルアップした作品が
販売用に多数集まりました。昨年同様
フェイスペイントもさせていただきま
す。長蛇の列だった昨年を反省し、今
年は描き手を増員。子供さんにも安
心な水で落ちる専用絵の具を使用しま
す。皆様のお越しをメンバー一同心よ
りお待ちしております。
【ペインティングK　主宰　北村直子】

速　報
ベイタウンまつり



この街は住みよいか？
高齢者福祉に関するアンケート調査報告

　ベイタウンも 10年目を迎え、多少の不満はあるが住めば都と思っておられる方、
期待に反して住みにくさを感じておられる方など様々な想いを抱いて居られる時期
に来ているとの判断と少子高齢化のトレンドにあることを念頭に、シニアクラブで
は、２月中旬「高齢者福祉施設に関するアンケート」を実施しました。
　既に打瀬公民館にも調査結果をグラフで掲示してありますが、その概要を報告し
ます。 砂原：シニアクラブ投稿

　アンケートは 695 通配
布し、490 通の回答（回
収率 70.5%）を得ました。
男女ほぼ同数からの回答
があり、記述式回答も予
想を超える量でした。年齢
別回答は、50、60 歳代が
49%、70 歳代が 33%、50
歳未満が 17% であり、全
住民対象でしたが、アンケ
ートのタイトルから高齢者
の回答が多く寄せられまし
た。若い層からも、「我々
もやがて老いを迎えますの
で、頑張ってください」と

励まされました。
　回答者の家族構成は、
独居が 29 人、夫婦のみ
が 212 人、その他が 227
人、近くに親戚のある方が
295 人（60%）でした。
　調査は、１．お住まいの
状況　２．高齢者福祉につ
いて　３．その他について
行いました。

お住まいの状況
（1） この街に転居しての

印象、感想
　非常に満足、やや満足

人向きの街で自然さに欠け
る。建物は近代的だが、何
となく不便に思う。騒音と
日当たりが問題。行政の保
守的姿勢に失望。潮風が強
く、緑がかれても放置され
たまま。テナントが多いの
に駐車スペースが少ない。
などでした。

（2） 生活上困っている事
　今は支障ない（64%）将
来不安（21%）困ることあ
り（15%）。不満な意見の
主なものは、近くにスーパ
ーがなく、買い物に不便で、
生鮮食料品の入手が不便。
公共施設がない。整形外科
などの医療施設が不足。日
常生活の情報が少ない。高
齢者に限らず、助け合い
の体制や仕組みが充分でな
い。交通ルールが守られて
いない。雑貨品店などの店
が少ないなど。

（3） 現在困っていること
　夫婦が高齢（30%）一
人暮らし（12%）病気がち

（14%）身体不自由（13%）
であり、困っている具体

的な内容は、高齢者施設が
ない（24%）買い物が不便

（20%）病気など緊急時の
対応が心配（13%）が主な
ものでした。

（4） これからもベイタウ
ンに住みたいか？

　ハイ（63.5%）判らない
（28.7%）いずれ引っ越す
（7.8%）となっており、ハ
イの理由は（１）の印象・
感想の意見とほぼ同じであ
り「終の棲家」として購入、
家族が近所、友人がふえた
等の理由でした。
　引っ越す、判らないと回
答した人の意見の主なもの
は、30 から 40 代の人の
住む街で、高齢者には不便
である。夫婦のどちらかが
一人になった時。ランニン
グコストが高く年金生活
者になった時に耐えられな
い。老人ホームへ入所する。
病気になった時には引っ越
す。適当なケアハウスを探
している。などです。

（84%）どちらでもない
（10.6%）やや不満と全く
不満（5.4%）と、殆どの
方がこの街の環境と住まい
に満足しています。満足と
答えた方の意見は、住環境、
利便性、清潔、景観、交通
の便、ごみ処理施設が良い
などが殆どでした。
　不満の方の意見は、路上
駐車が多く、信号が少なく
危険。人工的なものに囲ま
れ息苦しく情緒がない。商
店や大型スーパーが少な
い。総合病院がない。若い

　読み聞かせを勉強しな
がら、毎月コアでおはなし
会を開いている「わくわく
おはなし会」（会員 11 名、
サポーター 10 名）では、
フリーマーケットに出店を
予定しています。
　ベイタウン祭りへの参加
は、一昨年コアホールで大
がかりなおはなし会を行っ

たのが最初で、昨年からは
子どもたちに配る風船代な
どの資金を稼ぐため、フリ
ーマーケットにお店を出し
ています。
　「ボランティア活動なの
で、必要経費も会員の持ち
出しでした。最近ではビレ
ッジバンガードさん（1 番
街の本屋さん）が活動に共

鳴してくださって賛助金を
いただいていますが、やは
り自分たちの力で何とか
したいとメンバーと相談し
て、ベイタウン祭りにお店
を出すことにしました」
　準備に時間も手間もか
からず、捨てるに捨てられ
ず家にある不要品を一掃
でき、仲間でわいわい楽し

め、なおかつお金にもなる
フリーマーケットは、小さ
いお子さんを持つ会員が多
い「わくわく」さんのよう
なグループにぴったりだと
か。「去年は家にあるもの
を当日の朝持ち寄って、と
にかく雑然と並べ（隣りの
高校生たちはすごく綺麗に
ディスプレイしていた !?）、
勢いで売った（笑）んです
が、予想外に売れた！とい
うのが実感です。健康器具
や本、おもちゃ、缶詰、食
器などから、こんなもの
も？というものまで売れま
した」と岩岡純子さん。
　4 月に入り、それぞれの
家庭では商品準備の真っ最
中。「昨年は売る物が集ま
りすぎて出せなかった物を
今年こそ出そうと準備中で
す」と木村晶子さん。「子

ども服を中心に掘り出し物
を用意しています。ぜひ来
てくださいね」と今年初参
加の古野久美子さん。「今
年は、お母さんたちが買い
物をしている間に子どもた
ちを集めて店先で絵本を読
んであげてもいいね」と今
から期待がふくらみます。
　お店に来た方には、7 月
17 日（土）に開く「夏の
お話パーティ」の紹介や会
員募集の宣伝もしたいと考
えています。今年は新しい
街区の方たちの参加も見込
まれるため、ベイタウンの
人たちに自分たちの活動を
知ってもらういいチャン
ス。お揃いのエプロン姿で
奮闘している「わくわく」
さんたちを見かけたら、ぜ
ひお店に立ち寄ってみてく
ださい。 【佐藤】

お揃いのエプロンで呼び込みも。

仲間でわいわい楽しんで、活動資金もゲット！

フリマ派 /サークル わくわくおはなし会

まつり初登場
「コールジョイ・歌族隊（かぞくたい）」"みんなで　歌おう"
　老弱男女。歌好きなら誰でも参加 OK の「コールジ
ョイ・歌族隊（かぞくたい）」!!　その路上ライブに出
会ったら、皆様も是非ご一緒に歌ってください。ドレ
ミの歌、線路はつづくよどこまでも、など 4 ～ 5 曲を
予定しています。

速　報
ベイタウンまつり



　先月号の記事で呼びかけ
のあった、「打瀬３丁目公
園（通称スポーツ公園）を
考える会」を取材した。当
日は、この公園の実現を切
望し、使い道に強い興味を
持ってきたテニスクラブ、
少年野球、サッカーチーム
などからの代表者や、どん
な設備ができるのか気にな
っていたという近隣住民な
ど、11 名が参加した。
　打瀬３丁目公園は、す
でにハード面は固まってお
り、４月中には工事発注、
早くて来年明けには完成・
引渡しの見込みで、今後ソ
フト（運営）面の検討を行
う段階だとのことだ。「考

える会」では、このソフト
面の検討・実施に、ベイタ
ウン住民が主体的に取り組
むために、ベイタウン自治
会連合会の特別委員会とし
て「公園運営委員会（仮称）」
を作ろういうことが決ま
った。そして、その事前検
討を行うための準備委員会

（考える会）を正式発足させ、
代表として長年運動公園実
現に情熱を傾けてきた８番
街の辻さんを選任した。次
回の考える会は、下記の通
り開催される。一緒にソフ
ト面の検討・実施に参加し
てくれる方は誰でも参加歓
迎とのことなので、興味・
熱意のある人は、ぜひ参加
して欲しい。 【板東】
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編集後記
■ベイタウンのお友達のお宅に伺うと、室内同
様ベランダも美しい。英国風、和風、ハーブガー
デンや家庭菜園になっているベランダも。我が
家はいただいた挿し木や苗を全部育てているの
で色々な種類が混在。潮風にも負けず、緑がど
んどん成長するこの季節、朝の水やりが幸せな
ひとときです。

北村直子 (TEL:296-3662/
tecchan@aa.e-mansion.com)

■この号が出る頃には、ゴールデンウィークの
かたわらベイタウン祭りの準備で毎年忙しいと
いう方も多いだろう。ニュースの編集部でも恒
例の「板東屋」（駄菓子屋と輪投げ / 発案者の板
東夫妻の名前が店名になっている）の買い出し
をいつにしようかといった話が出ている。仕入
れの善し悪しが売り上げを大きく左右すること
がわかってからは、「買い出し」にも熱が入る。
同時に都内の問屋に出かけ、売れそうな商品を
物色する楽しみもある（この見極めが難しい…）。
このように、普段、街で活動しているグループ
がちょっといつもと違う顔を見せるのがベイタ
ウン祭りだ。たとえば、空手教室のいつもは強
面（？）のコーチたちが模擬店の呼び込みをし
ていたり、顔見知りが法被を着て交通整理をし
ていたり、中学生がお店を出していたり…みん
なが自分たちの街で「非日常」を楽しんでいる。
今回、フリーマーケットに参加する「わくわく
おはなし会」を取材して、フリマの楽しさを思
い出した。

佐藤則子（#3-310/T&F211-0090） 

都市基盤整備公団入居者募集のお知らせ
キャンペーン期間中（1/5～ 3/31）オープンルーム公開中！
　都市基盤整備公団では、幕張ベイタウンの賃貸住宅で先着順受付を行っております。
パティオス    7番街 JR「海浜幕張」駅徒歩 10分又はバス 7分徒歩 3分
パティオス 15番街 JR「海浜幕張」駅徒歩 13分又はバス 5分徒歩 1分
パティオス 20番街 JR「海浜幕張」駅徒歩 15分又はバス 5分徒歩 3分
ミラリオ  JR「海浜幕張」駅徒歩 16分又はバス 6分徒歩 1分
ミラマール  JR「海浜幕張」駅徒歩 16分又はバス 5分徒歩 4分
＊先着順で受付を行っているので、ご希望の間取りが契約済みの場合があります。
（公団賃貸住宅のメリット）
１．敷金以外の礼金・更新料が不要です。
２．単身の方から大型ファミリー向けまでタイプが揃っています。
３．住まいも安心規格。
４．保証人も不要です。
５．社宅利用も可能です。
　　（一部団地を除く）
詳しくは下記までお問い合わせください。
＜お問合せ先＞
幕張ベイタウン　インフォメーション
センター
　TEL：043-272-0017
　営業時間：10:00～ 17:00
　定 休 日：水曜日
パティオス 20番街現地案内所（102号室）
　TEL：043-276-3653
　営業時間：10:00～ 17:00
　営 業 日：土曜日･日曜日･祝日のみ
津田沼案内所
　TEL：047-478-3711
　営業時間：9:30～ 18：00
　定 休 日：水曜日･祝日　土曜日･日曜日も営業しています。
　（キャンペーン期間中は祝日も営業しています）
インターネットでもお申込ができます。
　http://sumai.udc.go.jp/

「ウタスポとるね～ど」実行委員募集
　「ウタスポとるね～ど」
をご存じですか。一昨年
から「ウタスポ（打瀬小
学校運動会）」に登場し
た、地域からの企画・参
加種目です。児童数が増
えるなか、地域のスポー
ツ大会としてスタートし
た運動会のスタイルを残

打瀬３丁目公園を考える会
そうと、当時の岡本校長先
生が地域に参加を呼びかけ
実現しました。長さ 5 メ
ートルほどの物干し竿の
ような竹の棒を、リレー形
式で運ぶ簡単なゲームです
が、ルールを決めるのも、
名前をつけるのも、企画・
運営全てが住民手作りの競

技です。も
ちろん「ウ
タスポ」の
正式種目と
して、得点
も与えられ
ます。
　この「ウ
タスポとる
ね～ど」が

今年も 5/29（土）のウタ
スポに、正式種目として行
われます。現在、昨年のメ
ンバーを中心に実行委員会
を作っていますが、まだ
まだ準備に沢山の方に参加
していただきたいと思いま
す。
　打瀬小学校にお子様が通
学していなくても大丈夫。
学区がちがっていてもベイ
タウン在住の方なら大歓迎
です。ウタスポとるね～ど
の実現に是非ご協力をお願
いします。

連絡先：松村（211-6853 
mmatz@m2.pbc.ne.jp）

5月 22日（土）
10:00 ～ 11:30
場所：コア和室




