
第94号（2005年3月1日号）
幕張ベイタウンニュース編集局

「私たちの街に、素敵な名前をつ
けてください !」
 　先月号の「女性が語る 10 年
座談会」で、「街開き当時この街
は「パティオス」と呼ばれ、「幕
張ベイタウン」と呼ばれるよう
になったのはその後しばらくし
て」という話があった。
　それではこの「幕張ベイタウ
ン」という名はいったいいつ、
誰が、どうやって決めたのだろ
う。
　実はこの名前は街開きのとき
にはすでに決められていた。先
月号の10年前の街開き式典を報
じた写真の看板には「幕張ベイ
タウン街開き式典」とはっきり
と書かれている。一般に披露さ
れたのはこの日だが、それ以前
に行われた 住民への案内の
時 点 で は 未公開
で、その
ため「こ
の街の
名 は
ベ イ
タ
ウ
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JR京葉線大規模街区が相
次ぎオープン
　いよいよベイタウンにも空き地
が少なくなってきた。この３月か
ら来年にかけては、京葉線側に新
街区が次々オープンする。一度に
全ては覚えきれないかも知れない
が、地図で紹介するので、新しい
番街の名前と場所だけでも頭に入
れて欲しい。今後オープン予定の
新街区の入居開始時期と入居予定
戸数は右図のとおり（この他、3
月中旬に22番街220戸の入居も
開始）。 【板東】

ン」という意識が定着しなかっ
たというのが真相らしい。
　街に愛称をつけようというこ
とが決まったのは計画段階の
1994 年 ( 平成 6 年 )。「私たち
の街に、素敵な名前をつけてく
ださい !」と千葉県企業庁は名称
募集の全国的なキャンペーンを
行った。募集期間は1994年 5/9
～ 6/26。応募総数は 5,643 通。
北海道から沖縄まで、文字通り
全国から応募があった。
　選考は難航したという。最初
候補に上ったのは「ベイサイド
スクエア」「シンフォニア」「ア
ステージ」など。どれも洒落た
名前だった。選考は順調に進む
かと思われた。しかし思わぬ落
とし穴が待っていた。候補に選
ばれた名前はすでに商標登録が

されていたり、一般名詞
であるため登録ができな
かった。

　選考はやり直しになり、
最終的に選ばれたのが「幕張

ベイタウン」という名前。考
えたのは地元千葉市に住む40

歳 ( 当時 ) の会社員 D さん。街
の名前の命名者はこの方という
ことになる。 【松村】

（写真下）同じく 3月中旬に入居が
開始するパティオス 22番街（打瀬
中学校側から）

入居前のシティズフォート・グリーンホームの14階から東京湾を望む。左
手前はオレンジホームの屋上。右手前に打瀬小学校、左奥には11番街と建
築中の第３小学校（仮称）のクレーンが見える。

旧街区と新街区を分ける白帆通りを
9番街前交差点から消防署方面に見
る。

（写真上）ファーストウィングA棟
のメインエントランスとファースト
アリーナ（マルチホール）。

（写真左）愛称募集キャンペーンで配
布されたパンフレット
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【ファーストウィング（丸紅）】
Ａ棟：H17/3中旬 (62戸 )
Ｂ棟：H17/3中旬 (38戸 )
Ｃ棟：H17/3中旬 (36戸 )
Ｄ棟：H17/12中旬 (137戸 )
Ｅ棟：H17/12中旬 (137戸 )

7番街7番街7番街

パティオスパティオスパティオスパティオスパティオスパティオス
9番街9番街9番街9番街9番街9番街パティオスパティオスパティオスパティオスパティオスパティオス

8番街8番街8番街

【シティズフォート（三菱）】
グリーンホーム (GH)：H17/3中旬 (150戸 )
オレンジホーム (OH)：H17/7下旬 (91戸 )
ホワイトホーム(WH)：H17/11下旬(142戸)

【パティオス・エリス
ト（幕張シティー）】
タワー (T)：H18/3
下旬 (149戸 )
レジデンス (R)：
H18/3下旬(35戸)
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【パティオス・グランアクシブ
（野村）】
１番館：H17/3末 (49戸 )
２番館：H17/3末 (74戸 )
３番館：H18/2下旬 (105戸 )



主催者の村岡さんに聞きました

この街に越してきたときは公園東の街に住み、今はマ
リンフォートに住む村岡さん。ベイタウンには様々

な組織があって街を盛り上げているが、参加する時間がな
かった。マリンフォートに引っ越してからは、普段の生活
でベイタウン中心部を通らなくてもすむようになり、自分
の生活する街を遠く感じるようになって今のベイタウンを
じっくり見つめてみようと思った。それには自分の足で歩
いて見るのが一番。それで今回の呼びかけになったが、集
まるのは 4、5 人程度と思っていたので、参加者 17 人と
は予想外だったと驚く。「昔を振り返る」のではなく「今
を見つめ直す」。それがこれからにつながればいい。村岡
さんは特にメモを取ったりするでもなく、ゆっくり散歩す
るように気持ちよく歩いていた。「この会を開いたことで、
この先具体的な何かにつなげようと考えている訳ではない
んです。ただ集まって目的もなくぶらぶら歩くのも楽しいんじゃないかな」。今回は参加
者にボイスレコーダーを持ってもらい、歩いている間みんなが好き勝手に喋っていること
や無駄話を記録した。何の役に立つか分からないが、とりあえずそれを聞いてみたいそう
だ。最後にベイタウンのいいところを聞いてみた。「こんなに忙しい世の中でものんびり
したこの会に賛同してくれる人が多いところ。またできれば続けてやっていきたいなぁ」

　参加者は全部で 17 人。海側と線路側を歩
く 2 グループに分かれ、午後 1:30 頃マリン
デッキを出発した。私たちのグループは線路
沿い方面を消防署から新築のパティオスアバ
ンセまで、これから入居が本格的に始まるフ
ァーストウィングやシティー ズフォート等
の新しい番街を見ながらゆっくり歩いた。５
年ほど前、大きな「幕張ベイタウン」という
看板が背丈並みに生えた草の間にぽつんと立
っていた広大な空き地に、今は新しい街区が
建ち並んでいるのには驚いた。文字通り街が
成長している。大きくなったベイタウンには
これから多くの人が新しく移り住み、ますま
す発展していくのだろうなとわくわくした。
　ゆっくり歩いて気付いたことは、バルコニ
ーと部屋の境に段差が無くフラットでタイル
張りになるなど新しい建物の随所に人に優し
いデザインが生かされていた。これまであま
りなかったキッズルームやスタディルームな
どが作られ共用部分に住民のニーズが反映さ

れている。また前からの建物にもこれまで気
付かなかった細かい工夫があったことに改め
て気づいた。9 番街のエントランスは階段状
のステージで、屋根は瓦葺き。鬼瓦まであっ
て、新しい番街のモダンで機能的な建物と対
照的だった。強い海風で有名なベイタウンで
もサクラやアキニレの木が大きく育ってい
る。打瀬小学校の前のアキニレは、巻いてあ
った名札のついた針金を幹が食べてしまって
取れなくなっていて、10 年の長さを感じた。
歩いていた一時間半は短かった。ベイタウン
は思ったよりずっと広く、くまなく歩くと一
日かかるだろう。歩き終わって、10 番街集
会室で気づいたことを出し合ってみた。海側
方面へ歩いた別のグループは、高いところか
らベイタウンを眺めると街がまた違った風景
に見えたと話していた。マンションだけでな
く公園や商店が増えてきてベイタウンはどん
どん充実してきた。昔を思い出したりこれか
らのことを考えたりして有意義だった。

「ベイタウン」を歩きながら、街歩
きを考える

【稲毛区園生町（元本紙記者）茂木俊輔】
　久しぶりに「ベイタウン」をぶらぶら歩い
た。2000 年に開催したベイタウンフォーラ
ムの街歩き以来だろうか。稲毛に引っ越した
のが 2003 年 3 月だから、変わりようは大
きい。
　印象深いのは、まわりの高層棟が「城壁」
のように思えること、メッセ大通りを越える
と、海のほうから歩いてくる人がけっこう目
に付くこと。線路側も海側も、高層のマンシ
ョンができたのだから、当たり前のことでは
あるが、2 年前までそういう思いはなかった。
　この街は、中央部には６～７階建ての中層
を配置して、周囲を超高層や高層で取り囲む
計画で、マンションの建設を進めてきた。街
全体としては、真ん中が窪んだ形をしている。

「街の輪郭を明確にする」̶̶そういう意味
も、配置計画に込めていた。
　なるほど、「ベイタウン」という街は、輪
郭がはっきりしている。どこからどこまで「自
分の街」と呼べるのか、わかりやすい。領域
性というものがしっかりある。
　これまで、なんの気なしに使っていた「ベ
イタウン」という呼び方も、そうした領域性
の高さの表れなのだろうか。
　わたしの暮らしていた 90 年代後半は、千
葉でタクシーに乗って、「ベイタウンまで」
と言っても、運転手は要領を得なかった。説
明すると、ようやく「ああ、パティオスのこ
とね」と了解したものだった。
　いま思えば、「ベイタウン」は「わが街」
の代名詞であるのに対して、「パティオス」
は「おしゃれ」の代名詞だったように思う。
だから、外の人は「パティオス」とか「打瀬」
とか呼ぶことはあっても、「ベイタウン」と
いう呼び方はそうしないように思う。言葉に
は、使う人の意識がにじみ出る。
　いま稲毛区園生町という町に住んで、「自
分の街」はどこだろうか、思いを巡らせる。
空間に領域性はないし、「わが街」を表象す
る呼び名もない。ひとまず街歩きをして、近
所の人と思いを共有するのもいいのかもしれ
ない̶̶「ベイタウン」を歩きながら、そん
なことを考えていた。

　去る 2/20、マリンフォート村岡さんの主催で「ベイタウンをぶらぶら歩く会」が行われた。
名前の通りみんなでベイタウンをぶらぶら歩いて回る「街歩き」だ。街歩きは 2000 年に
もベイタウンフォーラムで行われたが、それから 5年、街開きからは 10年たったベイタウ
ンの「今」を歩いた。 【富川真希】

CORE CALENDAR  

 第 26 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

 第 26 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

3/27
（日）

　ベイタウンの皆様に、コアのホ－ルでファ
ツィオリをご利用頂ける月に一度のチャン
スです。どしどしお申し込み下さい！
非公開での演奏も受け付けています。
申し込み締め切り日　3/20（日）
連絡先　阿曽　TEL&FAX : 211-0273

ベイタウン
ぶらぶら歩き同行記

（写真左）マリンデッキに集まった参加者は高校生から 70代のシニアまで年齢、性別、入居時期
も様々。（写真右）モダンなデザインの新番街エントランスと集会室に驚く。



　昨年 4 月より開催してきた「3 丁目公園を
考える会」が大詰めを迎えている。これまで
考える会として住民に参加を呼びかけ開催し
た住民のミーティングは公式のものだけで 5
回以上。行政主体である千葉市公園管理課と
の管理方法を巡る交渉の回数は 4 回にのぼ
る。4 月上旬の供用開始を前に、「やっと出
口が見えてきた」( 考える会代表辻さん ) と
いう公園管理検討会の現状を取材した。
　3 丁目公園はパティオス 22 番街と海の間
にできる、ベイタウンでは唯一の「スポーツ
公園」の位置付けで作られる近隣公園だ。テ
ニスコート、バックネット付き球技広場、ミ
ニバスケットなどの施設を備え、ベイタウン
の運動系サークルの活動拠点となることが期
待されている。
　ベイタウンではこれまでテニスや少年野球
などのクラブは活動拠点が街の中にないた
め、外部の施設を渡り歩いてのクラブ運営を
強いられていた。そのためテニスクラブなど
では入居当初からスポーツ公園の早期実現を
行政に訴えてきた。それだけに十分ではない
が専用のテニスコート 3 面を備えた今回の
公園完成への期待は大きい。
　しかし、この事情は他地区で決まった活動
拠点を持てないクラブでも同様で、今回のベ

♪人気若手ピアニスト 
” 鈴木弘尚ピアノリサイタル” 

日時 :4 月 17日 ( 日 ) 午後 2時開演
場所 : ベイタウン・コア音楽ホ-ル
プログラム : 前半のメインが、ショパン : ピ
アノソナタ第 2 番 変ロ短調 作品 35 「葬送」
後半のメインは、ラフマニノフ : 楽興の時 作
品 16、他小品を何曲か。

　輝かしい経歴で、心に沁みる叙情豊かな演
奏が素晴らしいピアニスト鈴木弘尚さんがい
よいよ、ベイタウン・コアホ－ルに来演しま
す !!

鈴木弘尚さんの経歴
1995 年日本国際音楽コンク－ル・ピアノ部
門奨励賞
1998 年園田高弘賞ピアノコンク－ル第 1 位
2003 年浜松国際ピアノコンク－ル第 5 位入
賞の演奏が高く評価され、NHK テレビの
      ドキュメンタリ - 番組で全国放映
他、数々のコンク－ルでの受賞
日本・イタリア・ドイツ・フランスなど
を中心に各地で演奏活動を行い、2005 年
3 月 15 日 デ ビ ュ － ア ル バ ム「ETUDES 
SYMPHONIQUES」をリリ－ス
 
　お早めに、チケットをお求め下さい。
( コンサ－トの収益金はベイタウン・コア音
楽ホ－ル文化振興基金に、寄付されます )
 

イタウンのスポーツ公園完成は、他地区のス
ポーツクラブとベイタウンのスポーツクラブ
との間で使用の優先を巡り問題を起こすこと
にもなる。
　そこで考えられたのが公園の管理をベイタ
ウン住民が市から委託をうけ、地元公園とし
て使用の優先をある程度図りながら管理して
ゆくという方法だ。「3 丁目公園を考える会」
はそのための準備組織として住民の発案で発
足しこれまで千葉市との話し合いを進めてき
た。
　スポーツ公園の市民管理は千葉市ではまだ
例がなく、当初実現は厳しいかと思われた。
しかし数度に及ぶねばり強い交渉の結果、供
用開始を前に行政と住民が折り合い、一応の
システムが見えてきたようだ。
　通常このような住民への権限委譲とも見え
るシステムを作る際に問題になるのは住民組
織の信頼性。住民の主張がいくら優れている
ように見えても、最終責任を負うことになる
行政側としては他地区との公平性、安全性な
どの理由から簡単に管理を住民にという訳に
は行かない。
　この点で突破口になったのは、ベイタウン・
コアを市民が自主管理し文化活動を行ってき
た実績や、ベイタウンの緑地管理の方法につ
いて公園管理と同じ部門である緑地管理課と
の協調を進めてきた市民サークル「グリーン
サム」の実績だ。考える会が出しているスポ
ーツ公園の自主管理プランのなかで、公園及
びその周辺での清掃などの環境管理もこれら
の実績があったことで実効性が市に評価され
た。千葉市ではこれらの実績を評価して今回
のスポーツ公園管理の一部を住民組織に委託
することを決めたという。3 丁目公園の供用
開始は 4 月上旬。 【松村】

どう使う
ベイタウンのスポーツ公園（3丁目公園）

3 丁目公園を考える会　最終会
日時：3/6（日）　10:00 ～
場所：パティオス 8 番街集会室
今回の会合で公園の利用方法など自主管理
の細目を決定し、「3 丁目公園管理運営委員
会」（仮称）に引き継ぐ予定です。会はベイ
タウンの住民すべてに公開されています。
みなさんの参加を歓迎します。

参加者大募集！
県立幕張海浜公園・県民参加による公園づく
りの社会実験「ひらけ公園！わたしたちに！
幕張の海に！」幕張海浜公園まつり ‘05 春
■開催日　2005 年 3/20（日）、3/27（日）
■場所　千葉県幕張海浜公園 D、E（千葉マ
リンスタジアム横）および G ブロック
■開催時間：9:00 ～ 16:00
■プログラム（事前予約が必要 / 参加費あり）
◆ 3/20（D、E ブロックにて）
①幕張インラインスケートフェスティバル
‘05、スクール、デモンストレーション、パ
フォーマンスなど
②デイキャンプしよう！（バーベキューサイ
ト開設。千葉県産のオーガニック素材を使っ
たエスニックカレーの調理・提供）
③子どもの遊び場（幕張の浜のビーチコーミ
ングと貝殻を使ってアクセサリー作り、野外
クッキングに挑戦など。「ダブルダッチ」の
ダンスパフォーマンスあり）。
◆ 3/27（日）（D、E および G ブロックにて）
④ JEXS マウンテンバイクファンゲーム ‘05
サーキットゲーム、3 時間エンデュランスな

ど
⑤ブルーグリーンツーリズム・サイクリング
海辺、川沿いなどをサイクリング。
⑥ トピアリーでフィールドアートに挑戦
こどもたちあつまれ！トピアリーにロープを
張って、絵や小枝などを差込みオブジェを作
成しよう
■申込先：NPO 法人　みどりのネットワー
ク千葉　〒 261-0011 千葉市美浜区真砂３
丁目３番７号
電 話 043-303-6616 / Fax043-279-8142 / 
e-mail:midori.net@nifty.com

速報 ! ベイタウンから Jリーガーが誕生
　昨年 12/22、J リーグのジェフユナイテッド市原
は竹田忠嗣選手 (18歳 )の同チーム入りを発表した。
ご存知の方も多いと思うが、竹田選手は打瀬中学校
出身。2002 年に打瀬中学校を卒業し現在はジェフ
市原で寮生活をしているが、パティオス 5番街在住
のベイタウン住民。打瀬中在学中からジェフ市原ジ
ュニアユース舞浜に所属していた。

（写真上）完成し供用開始を待つ3丁目公園。写
真の歩道はチップを敷き詰めたもので、歩くと柔
らかい感触。

下図は公園を考える会による「公園利用のシステ
ム･イメージ」。
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あなただけの理想の生活スタイルがきっとみつかる
　さわやかな汐風を感じながら、海と街と緑と、そしてペ

ットと共に暮らす。今までになかったライフスタイルが発

見できる「パティオス 22 番街」。 とっておきの “ 幕張ライ

フ ” が楽しめる「パティオス 22 番街」が先着順受付中です。

この機会にぜひ現地に足を運んで、あなただけの理想の生

活スタイルを探してみませんか。きっとご満足いただける

お部屋が見つかります。

〈お問い合わせ・お申込みは現地案内所〉　
幕張ベイタウンパティオス 22 番街 ( 東館 1 階集会所 )
TEL 043‐212‐8275

〈申込期間中 : 無休 (3/9.3/10 を除く ) 午前 10 時 ~ 午後 5 時〉

「ダンススケッチ」
が発表会
　「ダンススケッチ」は、ベイタ
ウンに誕生して、今年で 5 周年
になります。5 周年を記念し初
めての大舞台を盛大に開きます。
ベイタウンの幼児から中学生 60
人がダンスとストーリーものの
練習に頑張っています。たくさ
んの方にご覧になっていただき
たいと思います。
日 時：4 月 ２ 日（ 土 ） 開 場

13:30、開演 14:00、終
演 16:30 予定

場所：千葉市民会館大ホール
料金：無料ですが、入場券が必

要です。
入場券などのお問い合わせは今
津（TEL:275-7802）までお願
いします。

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 !
http://www.ur-net .go. jp/
patios/

幕張ベイタウンの風景写真展を開催中
―地域の写真家が写したベイタウンの魅力―
　都市機構の運営する UR 賃貸住宅の現地案内所『ベイタウンイ

ンフォメーションセンター』では、『地域の写真家が写したベイ

タウンの魅力』と題して、ベイタウンの風景写真展を開催中です。

この催しは、インフォメーションセンターを訪れる方にベイタウ

ンの魅力がより生き生きと伝わる写真展を開催したい、という都

市機構の呼びかけにベイタウンで活動する写真同好会の皆さん

が協力し実現したものです。あこがれの街として人気が根強いベ

イタウン。日常見て

いるシーンでも、カ

メラを通して切り取

った風景の 1 コマ 1

コマに、街への新た

な愛着や思いを発見

できるはずです。ぜ

ひ一度足を運んでみ

てはいかがでしょう

か。

〈幕張ベイタウンインフォメーションセンター (URギャラリー併
設 )〉
 パティオス 20 番街 102 号室 ( 富士見通り沿い )

 TEL 043‐272‐0017( 定休日 : 水 ) 午前 10 時 ~ 午後 5 時

「育成委員会」って
何ですか
　先日「新年もちつき大会」が
行われた際、主催者の青少年育
成委員会に「育成委員会」って
何ですか？という質問があった。
育成委員会は打瀬ではよく知ら
れている団体だが、確かに新し
い住民の方には不案内かもしれ
ない。今回は育成委員会広報部
より委員会について説明しても
らった（文は育成委員会よりの
寄稿）。
　育成委員会は正式には「打瀬
中学校区青少年育成委員会」と
いいます。千葉市長より、委嘱
を受けた委員（60 名）で、青少
年の健全育成、非行防止と福祉
を図るための研究協議を行い地
域ぐるみの活動を伸長させる事
を目的に各中学校区毎に組織さ
れています。

　主な活動は、ベイタウン祭り
の焼き芋屋さん、夏のウオーク
ラリー、何よりも盛大な正月の
もちつき大会、皆様の目に触れ
ることの少ない月例の夜間パト
ロール、広報活動目的の「育成
委員会だより」の発行等です。
　委員は、色々な団体組織より
推薦された人達です。メンバー
の特徴は、平均年齢が若く、活
発な意見が交換される事です。
皆、それぞれの立場
で、自分の持ってい
る時間を少しだけ他
の方の役に立つこと
に使っています。無
理な事はせず、多く
の方々の協力を頂
き、事業を実施して
います。
　毎月第三土曜日
20:00 ～ 21:00 頃実
施している夜間パト
ロールは、沢山の方

の御協力を頂き、とても助かり
ます。より多くの男性の方々の
参加をお願い出来るとありがた
いです。
　地域の人の目が増える事で、
犯罪や事故のない誰もが住みや
すい街作りの一端を担えればと
思います。思わぬ場所で起きる
事故や犯罪を事前に抑止する事
ができるのは、街の人の目です。
よろしくお願いします。

今年 1/9 に行われた「新年もちつき大会」
には 1,000 人を超える人が参加した。



　「打瀬小学校で達人を探しています。街を
歩いている人たちに尋ねたら、あなたのお名
前を教えてくれました。お伺いしてお話しを
聞いてもいいでしょうか ?」と、突然の電話。
後ろで先生らしき人が「まずご挨拶しなさい」

「ご都合を聞いて」と声を掛けているのも聞
こえます。そして時間を約束すると数人の子
供達がビデオ、カメラ、メモを持ってやって
きました。街を歩いていた私の友人が『家中
にトールペイントが展示してあっておもしろ
いよ』と子どもたちの達人さがしの調査に答
えたことがきっかけでした。お行儀の良い子
供達はそれぞれ役割分担があるようで、質問
係、撮影係となかなか上手な取材でした。後
日「ご協力ありがとうございました。達人マ
ップが出来ましたので見にいらしてくださ
い」ときちんと報告の電話もありました。た
くさんの班に分かれて取材をしていた子供
達、多くの住民との出会いがあったことでし
ょう。
　実を言うと、最初は「子供を使った怪しい
電話かも ?」と不審に思った私。打瀬小学校
に確認してしまいました。応対して下さった
八木下先生は「地域のさまざまな年代の方と
お話する機会を持たせたいので、街の中でイ
ンタビューさせています。地域の方には色々
な分野のプロもいらっしゃいます。子供達に
街の人たちと直接ふれあう機会を持たせた
い。また、子供達自身で最初から終わりまで
きちんとさせたいので、すべて子供達にさせ
ています」と教えてくださいました。これで
納得。皆さんも街の中で頑張っている子供達
を見かけたら、ぜひご協力を。住民との交流
を子供達はとても喜んでいます。
　ベイタウンでは上のような子供達からの

「突撃取材」に遭遇することもあれば、事前

に学校側から依頼があり、住民が「講師」
として学校におじゃまする授業もあります。
　海浜打瀬小学校の一年生では昨年から「昔
あそび」授業がはじまり、シニア世代の住
民がお手玉やこま回し、剣玉の先生として
学校を訪問しました（ベイタウンニュース
92 号）。「はばたけ夢の子発表会」では親も
回し方を知らないベーゴマを子供達が披露
し、驚かされます。シニアの方達の優しく
根気強い指導の賜物でしょう。
　両小学校では二年生になると「街探検」
がはじまります。公民館、商店街探検はも
ちろん、ベイタウンならではの立地条件を
活かしてホテル、メッセ、マリンスタジアム、
プレナなどへ行く班もあります。普段は入
れない場所に入れてもらったり、裏方話を
聞いたり、貴重な体験をしています。 
　打瀬中学校では、「アドベンチャータイム」
と名付けられた授業で住民が講師を担当し、
生徒達が自分の興味のある授業に出席しま
す。多彩な授業内容 ( カメラ撮影術・携帯電
話の使い方・ゴルフ・茶道・琴・太極拳 etc.) で、
生徒達も選択には頭を悩ませます。体は大
きくてもまだかわいい（!?）中学生達が熱心
に取り組んでくれ、住民である講師陣も大
いに盛り上がります。

　打瀬小学校では創立当時から年間 3 回、
住民が講師を務める「地域ふれあいクラブ」
が行われています。このクラブはこれまでに
長い実績があり、全国的にも有名です。スポ
ーツ系（テニス・バドミントン etc.）、製作
系（フラワーアレンジメント・パン・カリグ
ラフィー・絵手紙 etc.）、講習系（詩吟・日
本舞踊 etc.）の各種講座は小学生の子供達に
とっては初めて体験するものが多く、いい経
験になります。そして中にはすっかり夢中に
なり、「卒業研究（通称そつけん）」のテーマ
に、「ふれあいクラブ」で習ったことを選ぶ
子供も出てきました。
　打瀬小学校では六年生になるとそれぞれ自
分でテーマを選び、研究し、発表する「卒業
研究」があります。本を読んで資料を集める
だけではなく、自分の目で実際に見ること、
専門家に会って話を聞くこと、体験してみる
ことが求められているのです。
　同小学校 6 年生の高橋舞美さんと岡沙由
理さんは「地域ふれあいクラブ」で出会った
トールペイントを卒業研究の題材に選び、講
座を担当した私の自宅を数回訪ねてきまし
た。話を聞くだけではなく、作品も数点作り、
展示用作品も研究発表も工夫して仕上げまし
た。練習熱心で上達も早く、製作の合間に聞
かせてくれるおしゃべりも面白く、私にとっ
ても楽しい時間でした。二人の話では「地域
ふれあいクラブ」で習ったことを卒研のテー
マに選ぶ子供は多いとのこと。古くからふれ
あいクラブを知っている人たちの話では、こ
れは最近はじまった傾向のようです。地域と
学校が一緒に作ってきたクラブが子どもと地
域の大人の距離を近づけて来たことの証でし
ょう。
　卒業研究でテーマに選んだことが、そのま
ま将来子どもたちの職業や趣味になるとは限
りませんが、親や先生以外に地域の大人たち
と多く接する機会をもつことは子どもたちの
人間関係をつくる力をきっと育てます。３つ
の学校で行われている地域参加型の授業がこ
れからもつづくことを期待します。

　ベイタウンの三つの学校（打瀬小学校、海浜打瀬小学校、打瀬中学校）では、子供達と
地域社会との交流活動が盛んです。皆さんは街の中でメモを取りながら歩いている子供達
を見かけたり、子供達からインタビューを受けたことはありませんか ?　学校から地域へ
と子供たちの学習の場が広がっています。

【北村直子 /パティオス21番街】

「教えて！地域の先生」
街と学校でつくる学習の場

海浜打瀬小学校
「昔あそび」の
授業でシニアか
らコマまわしを
教わる 1年生

打瀬小学校
6 年生が行
う卒業研究
で は、1 年
間かけて調
べたことを
発表する。




