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幕張ベイタウンニュース編集局

ベイタウンの夜景
秋の夜長に楽しむ

この高さになるとベイタウンはほとんど足の下に
見える。夜景の大半は磯辺から千葉港がしめるこ
とになり、最初は自分の番街を見つけることもで
きなかった。こんな夜景を毎日満喫できるのはう
らやましいが、高所恐怖症の方には無理なようだ。

撮影に同行してくれたマネージャーの小野氏によ
ると、ホテルラウンジからのベイタウンの眺めが
最近人気とのこと。

同じくパークタワー 30 階ベランダから見た幕張
新都心。よく見るとベイタウンの夜景とは光の色
がちがう。ビジネス街は蛍光灯が多いので光が青
くなるが、ベイタウンのは少し赤みがあり、生活
のぬくもりが感じられる。

パークタワー30F
最上部から見たベイタウンの夜景

ホテル「ザ・マンハッタン」最上階

マリンフォート 19 階から北東方
面を望む。左下に見えるのが海浜
打瀬小学校。その上に 14 番街、
打瀬二丁目公園が見える。

同じくマリンフォート 19 階から
東方向を見る。正面が 21 番街。
その上の黒く見える部分が第三小
学校（仮称、建設中）。

マリンデッキから見た幕張新都
心。



　9 月 20 日、コアホール
で「平成 16 年度幕張ベイ
タウン敬老会」( 主催 : 自
治会連合会、共催 : 民生委
員・児童委員協議会、シ
ニアクラブ ) が行われま
した。ベイタウンには現
在 70 歳以上の方が 291
人お住まいになっており、
そのうちの 90 人が敬老会
に出席しました。来賓の

鶴岡市長から「千葉県内
の最高齢者男性 103 歳、
女性 108 歳」との紹介が
あると場内に、長寿の先
輩たちへの感心のどよめ
きが起こる一幕も。
　続くアトラクションで
は、今年は海浜打瀬小学
校の 5 年生によるリコー
ダーの演奏と合唱が行わ
れ、この日に向けて練習

幕張ベイタウン敬老会
90人が参加、歌声が響く !

　ベイタウン内の街路樹の元気度を街路毎に
チェックして歩き、結果を街路樹マップにま
とめます。街路樹キニカケ隊（気になる樹を
選んで観察するボランティア）のキニカケて
いる樹の 2 年後の幹の太さなどもはかります。
あなたもキニカケ隊員になりませんか ?

日時：10/10( 日 )、午前 10:00 ～ 12:00
場所：ベイタウンコア前
主催 : ベイタウングリーンサム
問い合わせ先：
山木 （TEL:211-6900 e-mail: kyamaki@ss.iij4u.
or.jp）
★グリーンサムのホームページができました。
そちらのほうもご覧ください！
http://park2.wakwak.com./~greenthumb/

ベイタウン音楽愛好会では、第 8回ベイタウン音楽会「ウ
インタ－コンサ－ト」12 月 19 日 ( 日 ) のご出場者を募
集致しております。クリスマスに近いので、楽しい趣向
のコンサ－トにできたらな～と考えています。どしどし
お申し込み下さい。
申し込み締め切り日 10 月 14 日 ( 木 )
連絡先  大垣 TEL&FAX  276-3878
メ－ルアドレス  ymogaki@k4.dion.ne.jp

元気かな ?ベイタウンの並木♡
[ 街路樹キニカケ隊 ]

街路樹調査2004

してきた子どもたちの一
生懸命の姿に、出席者は
終始笑顔で会場はなごや
かな雰囲気に包まれまし
た。プロの声楽家である
浪岡浩子さんの本格的な
歌曲の後には、一番の盛
り上がりを見せた「全員
合唱」。子どもたちと出席
者、お手伝いのスタッフ
も一緒になって「ふるさ
と」を合唱し、ホールい
っぱいに朗々とした歌声
が響きました。
　若い層が多いベイタウ
ンでも年々高齢化は進ん
でいます。敬老会も規模
が大きくなるにつれ、広
い会場を見つけるのが難
しくなりつつあるとか。
自分たちがシニアになっ
た頃はどうなっているの
だろうと、つい考えてし
まいました。

【佐藤】

　９月 25 日（土）、「ベイタ
ウンクリーン作戦」が行われ、
当日は天候が不安定な中、19
サークル・団体 233 名の方々
が参加しました。清掃活動を
通じて、普段お付き合いの少
ないサークルや団体が知り合

ベイタウンクリーン大作戦
233人が参加！仲良く清掃活動

う機会となり、小学生から祖
父母の世代までが協力し合
う姿があちこちで見られまし
た。年々参加者も増え、主催
者側（ベイタウンシニアクラ
ブ / ベイタウンボランティア
サークル）も「福祉的なつな

がり、コミュニティづくりの
貴重な一歩になれば」と清掃
活動に止まらない意義をこの
活動に託しています。
◆この活動についてのご意
見・ご感想の連絡は以下へ。
奥 貞（TEL .274 -7065、
okusada@mbm.ms246.net）
小 川（TEL .211 -7736、
fwic5763@mb.infoweb.ne.jp）

 CORE CALENDAR  October  10 月のコア

 第 22回　ファツィオリを弾く会
時間：9:30 ～ 11:30
会場：ベイタウン・コア音楽ホール
楽器演奏、声楽、合唱 etc. どうぞご参加下さい。
出演申し込み締め切り日： 10/17( 日 )
連絡先  阿曽 TEL&FAX 211-0273

 第 22回　ファツィオリを弾く会
時間：9:30 ～ 11:30
会場：ベイタウン・コア音楽ホール
楽器演奏、声楽、合唱 etc. どうぞご参加下さい。
出演申し込み締め切り日： 10/17( 日 )
連絡先  阿曽 TEL&FAX 211-0273

10/24
（日）

第7回ベイタウン音楽会
「オ-タムコンサ-ト」
時間：午前 10:30
会場：ベイタウン・コア音楽ホール
主催：ベイタウン音楽愛好会
入場料：無料

「オ-タムコンサ-ト」
時間
会場：ベイタウン・コア音楽ホール
主催：ベイタウン音楽愛好会
入場料：無料

10/17
（日）

幼稚園年中さんから大人の方まで、70名以上の出場者で、約 6
時間のロングコンサ－トです。ピアノ演奏を中心に、子供達の
合唱やボディ－パ－カッション、パパさんママさんコ－ラスな
どです。一日ゆっくりお楽しみ下さい。

第3回 親と子のための音楽レストラン
「マンドリン、チェロ、ピアノと一緒、
地図を見ながら世界音楽の旅」

第3回 親と子のための音楽レストラン
「マンドリン、チェロ、ピアノと一緒、
地図を見ながら世界音楽の旅」

10/31
（日）

時間：午後 3:30 開場　午後 4:00 開演
会場：ベイタウン・コア音楽ホール
主催：ベイタウン音楽愛好会
入場料：一般 1500 円、高校生以下 800 円
主催：コミュニティ・コア研究会
くわしくは　コアHP　http://www.baytown.ne.jp/core/



という問い掛けが、交通問
題検討プロジェクト用のメ
ーリングリストに投げ掛け
られた。ベイタウンの交通
事情は全く改善されていな
いし、危険は増すばかり。
せめて交差点付近やバス停

付近の悪質な違法駐車を排
除するところから始められ
ないか、ベイタウン内時速
30km 制限は早く実施でき
ないか、という呼びかけだ
った。実際、7 月には 2・
4 番街・2 丁目公園の交差

点で車どうしの衝突事故
発生という一報も入ってい
る。
　これを受けて、先の「交
通問題検討プロジェクト」
のプロジェクトマネージャ
ーだった佐藤総一さんに尋

ねたところ、以下のよう
な文章を頂いた。
　「今春、半年をかけた
“ ベイタウン交通問題検
討プロジェクト ” が終了
した。導き出された結論
は、①ベイタウン内の時
速 30Km/h の制限速度の
設置②法律上の駐車禁止
エリア内での駐車を禁止
という 2 点だった。2 点
とも早急に実施が求めら
れているが、住民のモラ
ルに期待していただけで
はやはり、ほとんど守ら
れていないようだ。自治
会連合会の交通委員会で
も街区への掲示や駐車車
両への警告のビラを挟み
込んだりしている。小学
校のお母さん方も違法駐
車には警告を出して、警
察への通報もしてもらっ
ている。しかし、やはり
ベイタウン内ではまだ基
本は守られていない。ど
うすればいいのか、検討
プロジェクトでも “ まず
はできるところから ” と
指摘されていた。少し間
が空いてしまったが、合
意したことを実行に移そ
うとプロジェクトを立ち
上げようという動きがあ
る。自治会だけでなく今
回も住民に広く参加を求
め、企業庁と警察と実施
方法について打ち合わせ

『交通問題検討プロジェクト』は
いったいどうなっているんでしょう?

ていこうというものだ。正
式決定後、ネットと街区の
掲示板で報告する。このプ
ロジェクトは議論ではな
く、実行をするところにポ
イントがあるので、本当に
多くの住民のみなさんの参
加がなければ成立しない。
方向性は、制限速度につい
ては、30Km/h が実施され
るように警察への正式な申
請、違法駐車については、
まずそこに止めにくくする
施策の実施ということにな
るだろう。それにしても予
算のない中、成果を出すと
いうことになると、厳格な
法律の適用か物理的に阻止
するということになるのだ
ろうか。行動はスピードが
命だが、今回の動きは少々
時間が空きすぎた。ベイタ
ウン内で死亡事故が起きな
いよう、早急なプロジェク
トの立ち上げを図りたい」
　文中にもあるが、今後の
動きとしては、10 月の自
治会連合会で実行プロジェ
クトの立ち上げ承認、プロ
ジェクトマネージャーの選
任を行い、その後広く住民
への参加呼び掛けとなる見
込みだ。この問題に強い関
心を持ち、ぜひ解決に寄与
したい、という方は、10
月以降のネットや街区掲示
板を注視願いたい。

【板東】
　9/18 の夕刻、公園西の
街の A さん ( 女性 ) は自転
車で二丁目公園を横切ろう
として、公園正面付近で転
倒した。公園横の歩道と車
道の分離に使われているボ
ラード ( 円柱状のもの ) の
クサリに自転車の前輪がぶ
つかったためだった。膝を
強打したが、幸い骨折には
至らず、外傷だけですんだ。
　A さんがこの場所でクサ
リにつまづいたのは実は今
回が最初ではなかった。2
ヶ月ほど前にも同じ場所で
事故にあっている。この時
も夜間でクサリが見えず自
転車を転倒させ足に外傷を
負った。
　昼間現場に行ってみた
が、ベイタウンならどこに
でもあるボラードが立って
いた。ただ同じボラードで
もクサリが付けられている
ものと外されているものが
あり、夜間にはクサリがあ
ることが分からず足をかけ
ることもあるようだ。
　この記事をここまで読ん

で、「私も･･･」と思った人
は多いだろう。ベイタウン
ニュースにもこの A さん
以外にクサリに足をとられ
て転倒したという情報提供
が数件あった。
　ボラードのクサリ問題
は 5、6 年ほど前に自治会
連合会と企業庁の間で撤去
すべきかどうかを論議した
ことがあった。当時はプロ
ムナードでの道路横断の際
に子どもが足を取られて転
倒したという苦情が寄せら
れ、協議した結果クサリの
取り付け位置が低いプロム
ナード沿いのボラードと同
じタイプのボラードのクサ
リを撤去した。今、プロム
ナードのボラードにクサリ
が付いていないのはそのた
めである。
　その際、他の道路のクサ
リをどうするかについての
議論も行われたが、本来車
道への歩行者の飛び出しを
防止する目的で作られたボ
ラードなので、安全上の観
点からも他のボラードのク

サリについては取り外さな
いことにし、様子を見るこ
とにしたという ( 連合会伊
藤会長 )。
 その後、事故の届け出や
苦情は出されず連合会でも
特に問題になることはなか
ったが、最近になりコア正
面入り口付近の道路でクサ
リに足を取られて転倒する
事故があったため、連合会
では、特に横断の多いコア

あぶない 歩道のクサリ

や公園の入り口に面する道
路には横断歩道のマーキン
グを行い、ボラードのクサ
リについても再検討するこ
とで現在企業庁と現在協議
をしている。
　クサリの撤去については

交通安全上の問題から警察
との協議も必要となるため
企業庁と連合会の合意だけ
では進まないが、住民生活
の実態を反映した見直しを
望みたい。 【松村】

「ある休日の打瀬小学校前。横断歩道上や交差点内にも堂々と駐車している」
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編集後記
　生まれ育った関西ではゴミ箱が多かった。千葉
では公園などで出たゴミは持ち帰りが基本。鞄に
ビニール袋を常備しゴミを持ち帰る習慣が身につ
いた。今では落ちているゴミがとても気になる。
子供を遊ばせる公園に落ちているたくさんのタバ
コの吸殻や花火の残骸、お弁当の食べ残し。小さ
な子供達が遊ぶ公園に置いていくなんて不思議。
歩道には犬のフンも増えている。子供達の見本と
なる大人の皆さん、千葉のゴミは持ち帰りが基本
ですよ !

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

　我が家のテーブルの上には、ナイアガラの滝で
拾った美しい松ぼっくりと海浜公園で拾ったマテ
バシイのドングリ、八ヶ岳で拾ったイチイガシの
丸っこいドングリが仲良く並んでいます。時々手
にとって感触を楽しんでいます。最近、草木染め
を習いました。ベイタウンの落ち葉や野草から、
どんな色が生まれるのか、今から楽しみです。

佐藤則子（#3-310/T&F211-0090）

マリンウォークの案内
今年から始まる秋休みのイベントとして、青少年育成委員会による
マリンウォークを開催します。ベイタウン・コア前を出発し、マリ
ンスタジアムまで歩くコースです。今年はマリンスタジアム内もコ
ースに取りこみ、各ポイントには交通安全のクイズが出題されます。
無事ゴールインした人には参加賞もあります ( お楽しみに !)。
平成 16 年 10 月 9 日 ( 土 )8:30 ～ 12:00( 受付 :8:15)　小雨決行
集合場所 : ベイタウン・コア前　参加費 : 無料
小学 3 年生までの人は保護者同伴でお願いします。ベイタウンに
住み打瀬 / 海浜打瀬小学校、打瀬中学校に通学していない人も当日
参加できます。

講演会「再犯防止と犯罪被害救済」(仮 )
　「下記のとおり、PFI（プリズン・フェローシップ・インターナシ
ョナル）ジャパンチェアマン鈴木啓之氏を講師にお迎えし、講演会
を開催いたします。鈴木氏は、高校中退後暴力団員となり罪を犯し
服役。その後改心し牧師となり、PFI の活動に取り組むという異色
の経歴をお持ちです。PFI は 1 人の加害者をつくらなければ、複数
の被害者は生まれない、こんな考えで再犯防止に取り組む活動を行
っている国際組織。鈴木氏は「犯罪を無くす最も効果的な方法は加
害者が罪を犯すにいたった家庭的な環境や社会に出てからの環境を
知り、改善していくことだ」と言っています。著作に「イレズミ牧
師のどん底からの出発法」( 講談社 ) 等があります。 
日時：11 月 6 日 ( 土 )13:00/ 開場 13:30/ 開演
場所：ベイタウン・コア
定員：200 名 ( 定員を越えた場合、入場をお断りする場合もありま
す )。
参加費 : 無料
主催：青少年育成委員会

都市機構のペット共生住宅「パティオス22番街」 11月下旬に入居者募集開始 !!
　さわやかな汐風に吹かれながら、緑と、街と、そしてペットと共に過ごす。ＵＲ賃貸住宅 ( 旧都市公
団の賃貸住宅 )「幕張ベイタウン　パティオス２２番街」は、人間にとってもペットにとっても心地よ
い空間を創り出します。住棟の設備は、オートロック、宅配ボックス、全戸床暖房完備、住棟内ＬＡＮ
と充実し、ペットに関する設備も、エントランスにはペットの足洗い場、汚物処理水栓などを配置して、
ペットと共生できる心地よい生活をサポートいたします。
ＵＲ賃貸住宅だから、敷金以外の礼金、更新料は不要！保証人も不要！
〔物件概要〕
●  物件名／幕張ベイタウン　パティオス２２番街　　( ペット共生住宅 )( 第１次募集 )
●  所在地／千葉県千葉市美浜区打瀬 3丁目 9番　
●  交通／ＪＲ京葉線「海浜幕張」駅下車、徒歩 18分または平和交通バス約 5分、京成バス約 8分「パ
ティオス 21番街」バス停下車徒歩 1分

●  募集戸数（建設戸数）／ 128 戸（220 戸）
●  建物構造／鉄筋コンクリート造 6階建て（一部 5階）
●  住宅型式（予定）／ 1DK～ 4LDK
●  月額家賃／未定
●  募集時期 ( 予定 ) ／１１月下旬
●  入居可能時期（予定）／平成 17年３月中旬
物件ホームページ：http://www.ur-net.go.jp/patios/
お問い合わせ先
新宿区西新宿六丁目５番１号　新宿アイランドタワー１６Ｆ
独立行政法人都市再生機構　募集販売本部　住宅募集部住宅営業第４チーム
ＴＥＬ：03-3347-4326〔定休日：土曜、日曜、祝日〕　受付時間 10：00～ 17：00　
首都圏の都市機構賃貸住宅を紹介するホームページ：http://www.ur-net.go.jp/kanto/

７月１日より「都市公団」は「都市機構」に、
「都市公団の賃貸住宅」は「UR賃貸住宅」に
生まれかわりました。



－早速ですが、ベイタウン・
コア音楽ホール文化振興基
金 (以下「文化基金」)につ
いて概要を教えてください
伊藤：文化基金は、コア・
ホールでのコンサートなど
の活動を組織と資金の面で
支援するために設立しまし
た。コア・ホールとファツィ
オリピアノは街のみんなの
資産です。街の誰もが気軽
に使えるものでありたいと
思いますが、高額でみなさ
んの夢がつまった施設です
からきちんとした管理のも
とで使われることが求めら
れます。そのために文化基
金は設立されました。
－「組織」といいう言葉を
使われましたが、具体的に
はどんな組織ですか。
伊藤：文化基金には大きく

分けて理事会と企画運営委
員会で構成されます。理事
会はこの組織の透明性を高
めるためのもので、自治会
連合会や育成委員会、民生・
児童委員協議会など街の公
的な団体から委員を出して
いただき、文化基金の運営
を監視します。企画運営委
員会は実際にコアのイベン
トを企画し、他団体から提
案のあったホールを使うイ
ベントが、ホール設立の目
的にあうものかどうか審査
し、文化基金として援助す
るかを決定します。委員会
のメンバーは公募し、熱意
のある人で運営してもらい
たいと思います。
－基金は新たに集められる
のですか。あるいは連合会
などの予算を使うのですか。

伊藤：文化基金はこれまで
ファツィオリピアノを購入
するために集められたお金
と、コアで行われたコンサー
トの収益を充てます。ご存
じのようにピアノ購入はみ
なさんの熱意と篤志家から
の寄付もあり予想より早く
完済することができました。
文化基金の元手になるのは
このときの剰余金、約70
万円です。
－お聞きした範囲では、こ
れまで行われてきたイベン
トが特に変わるとは思えな
いのですが、わざわざ文化
基金を設立した目的は何で
すか。
伊藤：最大の目的は透明性
を高めるためです。コアの
ホールとピアノは大切な街
の共有財産。どんな基準で

誰が使っているかをみんな
が分かるようにすることが
目的です。この文化基金の
ルールでイベントを行うこ
とにすれば、今まで音楽会
を開催してきたみなさんも、
もっと盛んに活動すること
ができます。
－文化基金が70万円では、
あまり継続的に長く活動す
ることはできないのではな
いですか。
伊藤：ピアノ購入のときは

「コア研」が中心になって寄

付を集めるなどの努力をし
てくれました。今回の文化
基金は、この活動をより大
きくできるものです。「ピア
ノ購入」という目的を「ベ
イタウンの文化振興」にか
えて、今まで以上に大きく
展開できる条件ができたと
思います。これだけのホー
ルを市民が自主管理するの
は珍しいことです。活動が
活発になれば資金は自然に
集まるでしょう。

「ベイタウン・コア音楽ホール文化振興基金」設立

海浜打瀬小学校大運動会

　開会式の司会は子供達が
担当。先生方はあたたかく
見守っている様子。その後
の進行も全て子供達が力を

　「各学年で運動会実行委
員を組織しています。子供
達の意見を最大限に尊重し
ました。競技種目について
も子供達のアイディアが反
映されていますし、全校体
操は子供達と担当教師が一
緒に作り上げました。子供
達の考えをじっくりゆっく
り聞きました」という教頭
先生のお言葉に納得。出場
競技はもちろん、採点、全
ての進行、応援から後片付
けまでたくさんの子供達が
関わっていました。そして
先生方のさりげないサポー
トはお見事でした。
　海浜打瀬小学校では地域
の協力を得た教育活動を重
視。教頭先生のお話による
と今回一年生が浴衣姿で披
露した「ちばおどり」はシ
ニアクラブと民生児童委員
のみなさんが指導を担当。
当日も子供達といっしょに
踊り、子供達と微笑をかわ
してらっしゃるのが印象的
でした。

合わせて進めていきます。
『生徒主体の運動会』と感
じ、大坪教頭先生にお話を
伺いました。

　晴天に恵まれた 9月 18日 ( 土 )、海浜打瀬小学校で運動会が開催されました。
児童数 900 名を越えた海浜打瀬小学校では早朝から大勢の父兄も校庭に集まり、
大賑わいの一日となりました。 【北村】

招いて開かれた。質の高
い演奏がワンコイン (500
円 ) で聴けるとあってか、
準備された 200 席の客室
はすぐに満席となった。
　今回のコンサートには
イタリアからチェスキー
ナ洋子さんから「第一回
チェスキ－ナ洋子記念コ
ンサ－トお目出度うござ
います。ささやかな私の
プレゼントが、大きく発
展しつつあるのは、大変
嬉しい事です。音楽を楽
しみ、音楽を心の糧とし
て、世界中の人達が手を
つないだら、もっと平和
がおとずれるのになあと
子供のように思っていま
す。難しいかもしれませ
んが、がんばりましょう
よ ! 皆様、お元気で。御
成功を祈ります」とのメ
ッセージも寄せられた。

　9/19( 日 ) 午 後。 ベ イ
タウン・コア音楽ホール
で「第一回チェスキーナ
洋子記念コンサート」が
開かれた。先月号でも紹
介したように、このコン
サートはコアのピアノ「フ
ァツィオリ」購入に際し、
多大な寄付をいただいた
篤志家「チェスキーナ洋
子」さんを記念したもの。
チェスキーナさんの希望
でもある、これから世界
に羽ばたく若い音楽家の
育成を目的にコア研が企
画した。
　第一回コンサートでは、
ピアノの中井亜希子さん
( 四街道市出身、現在ミュ
ンヘン音楽大学 3 年、「ス
メタナ国際コンクール」
激励賞受賞 ) とベイタウ
ン在住のオーボエの法月
智子さん ( 東京芸術大学 1
年 ) を含む木管四重奏団を

　ベイタウン・コア音楽ホールの活動を文化基金を作って応援しようという動き
が進んでいる。開館して 3年。念願のピアノ購入を果たし、内外の著名な音楽家
も来演する音楽ホールの運営を更にワンランク活発にさせようという試みだ。提
唱者である伊藤正昭さん (自治会連合会長 )に聞いた。

「第一回チェスキーナ洋子記念コンサー
ト」開かれる




