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イベントレポート『～風～ＡＲＴ２０１０』 10 月 2 日（土）・3 日（日）

ご報告

『ランタンアート２０１０』準備開始

風が笑った、
みんな笑った

■新会員のお知らせ・・・財団法人 つくば科学万博記念財団
■役員交代(変更後)・・・＜副会長＞ （財）つくば都市交通センター理事長 伊藤節治
＜監 事＞ （独）都市再生機構茨城地域支社総務企画部長 平山祥二
■協議会の略称について・・・『センター地区協議会』
協議会の名称を呼びやすくし、より知名度、愛着度を高
めるために、略称を使うことになりました。
イベントレポート『ＳＰＯＲＴＳトライアル』 10 月 9 日（土）・10 日（日）・11 日（月）

「みんなの風ぐるま」は予定を延長して 10
月 10 日まで展示し、楽しんでいただきまし
た。回収した風ぐるまは、11 日の「スポーツ
ラリー」にて希望者に差し上げ、希望のあ
った小学校には返却しました。また今後の
イベント等に使いたいという申し出もあり、
一部の風ぐるまは、再利用されることにな
りました。
ところで、小学校からの風ぐるまを設置
する際に、会員の皆さんにボランティア作
業を募ったところ、21 社の協力申し出を頂
きました。予想を上回る設置数、不安定な
天候、蚊の大群などのため、大変な作業で
したが、お陰様で無事実施できました。
小 学 生 の風 ぐ る ま を
並べる作業

壁面への取り付け作業

10 月 2・3 日にセンター地区の夏～秋
の新しいイベント「風ＡＲＴ２０１０」を開催
しました。1 万 5 千本の風ぐるまを目指し
た今回は、市内小学校 17 校（8,300 個）、
会員企業 28 社（4,700 個）、障害者センタ
ー（900 個）、事前ワークショップ（1,100
個）での制作により、見事目標を達成し
てこの日を迎えることができました。
センター広場には「風を感じるアート」
の８作品が展示されました。さまざまに
「風」を表現した作品はどれも個性的で、
子どもも大人も興味深く見ていました。
この日ペデストリアンデッキでは「つく
ばスローマーケット」が開催されており、
クラフトの出店や様々なパフォーマンス
を楽しむ客でにぎわっており、その周り
のプランターや街路樹の根元、街路灯、
手すりなどに飾られた「みんなの風ぐる
ま」が彩りを添えていました。
中央公園では、花のように並んだ風ぐ
るまの間を子ども達が駆け回り、風によ
って風ぐるまがいっせいに回ると歓声が
あがりました。立ち止まって写真を撮る
姿も多く見かけられました。

秋のスポーツイベント『SPORTS トライア
ル』を、市内のスポーツ団体の協力により
3 本立てで企画しました。
10 月 9・10 日は「つくば産業フェア・つく
ば農産物フェア 2010」の応援企画として、
大清水公園で『スポーツフェア』を準備し
ました。あいにくの天気で一部中止しまし
たが、バレーボール体験やサッカーのス
ピードガン測定などを実施すると、両フェ
アに来た親子で賑わいました。

以下の皆さまに、協賛・ボランティア作業をしていただきました。ありがとうございました
茨城県つくば美術館、研究学園都市コミュニティケーブルサービス、常陽銀行、筑波銀行、
筑波学園ガス、UR リンケージ、広沢土地倉庫、利根コカ・コーラボトリング、オークラフロン
ティアホテルつくば、関東鉄道、筑波大学、つくば市、つくば都市振興財団、都市再生機
構、雄好会、筑波都市整備、東日本電信電話、茨城県造園建設業協会、つくば観光コンベ
ンション協会、つくばの良い品、つくばみどり会、竹園西小学校保護者の皆さん

11 日の『スポーツラリー』は、体育の日ら
しく、前日までと打って変わった快晴。４箇
所でスポーツ体験をしてスタンプを集める
と、ゴールで景品がもらえるため、ラリー
シート片手にペデ上を行き交う子ども達の
姿が多く見受けられました。
クレオスクエアエリアの「NPO 法人ダン
スアソシエーションシーズ」による＜ふりふ
りダンス＞では、頭と両手、両足に万歩計
をつけて踊ってどれだけたくさん振れたか
を競い、子供たちの行列ができました。

いよいよ、ランタンアート２０１０に向けて
準備が始まります。今年のランタンアートは、
日時：12 月 18 日（土）・19 日（日）
場所：エキスポセンター～デイズタウン付近
で実施予定です。
今回は市内小学校・会員企業・事前ワーク
ショップの制作により 6,000 個を目指します。
▲2009 年に作成したデザインの例
（昨年実績：3,000 個）
今年も会員企業にランタンの切り抜きの「型紙」を配布しますが、各企業をアピール
するための、独自のデザインも可能です。自分たちでデザインしたランタンは「オリジナ
ルランタンコンテスト企業の部」にエントリーでき、コンテストの評価対象となります。
詳細は追ってご連絡しますので、ご協力よろしくお願します。

<オリジナルランタンコンテスト>

デイズタウンエリアでは、「つくばユナイ
テッド sun GAIA」の選手を相手にソフト
バレーボールで試合を体験。子どもチー
ム側の選手に抱えられた子どもが見事ア
タックを決めると「おお～」という歓声が。
中央公園エリアの「つくば FC」による＜
ドリブルトライアル＞と、「Tsukuba Strides
Running Club」による＜スクエアランニン
グ＞では、芝生の上を駆け回りました。
センター広場エリアでは、チームで力
を合わせ 3 つの道具を使って川を渡ると
いう「幼少年キャンプ研究会」の＜チャレ
ンジゲーム＞と、「斬桐舞」による＜よさこ
いソーラン＞を体験しました。

出展者募集
「ランタンアート２０１０」では、昨年同様
＜オリジナルランタンコンテスト＞を行い
ます。今年は一般参加に加えて、会員企
業によるコンテストも実施します。一般の
部・企業の部、ともにご応募お待ちしてお
ります。

■ 企業の部
・ ランタンの形状をとるもの
（光源に覆いがあるもの）
・ 個数：50 個以上
・ 光源：ロウソク
※敷地の制限はありません。
お知らせ

今後の予定

■ カフェテーブル＆チェアを設置し
ました。

イベント

のんびり座って
くつろげるスペース
です。
是非ご利用ください
＜設置場所＞

協賛ご協力ありがとうございました。

●センター広場

デイズタウン、クレオスクエア、アイアイモール

●オークラフロンティアホテルつくば
カフェ「カメリア」の前

業務部会より報告
＜ムクドリは去りぬ＞
ペデを歩く人々の、
頭上と足元を不安に
させた「ムクドリ」た
ち。威嚇装置（ディス
トレスコール）を用い
た追い払い活動は、
「風 ART2010」開催中
も実施し、熾烈な音
のバトルが繰り広げ
られました。今年のシーズンは終わりまし
たが、来年も対策が必要です。

つくば市（政策審議室）、つくば交通センター、
筑波都市整備、都市再生機構、ライトオン

■『ランタンアート２０１０』
12/18（土）･19（日） 会場：センター地区
＜事前ワークショップ＞
11/21（日 ） つくばサイエンスインフォメーションセンター前
11/27（土 ） クレオスクエア前
11/28（日 ） デイズタウン内
1 2 / 5 （ 日 ） つくば美術館前
12/11（土 ） クレオスクエア前
12/12（日 ）つくばサイエンスインフォメーションセンター前
時間 ： 11：00～15：00
青字・・・『キャップde ECO』同時開催
＜関連イベント＞
■つくスタ縁日２０１０ 実施中（～11/30）
■光の森点灯式 11/13（土） 17:10～
■つくばチャレンジ 11/18（木）・19（金）

＜花の植え替え＞
センター広場、ペデ、駅前広場に設置さ
れたフラワーボックスの花の植え替えを、
「ウエルカム フラワーCity つくば」（つくば
市主催）と合同
で 10 月 23 日
（土）に実施。
冬～春を彩る
パンジーに植
え替えられま し
た。
動員協力ありがとうございました。

■ 一般参加の部
・ ランタンの形状をとるもの
（光源に覆いがあるもの）
・ 個数：10 個以上
・ 光源：ロウソク
・ 敷地：センター広場の
２m 角以内

部 会
第３回事業・広報部会
・ 開催日：11 月 8 日
第２回業務部会
・ 開催日：11 月 24 日
【編集後記】
いよいよ「ランタンアート・２０１０」に向けて準備が始まります。今年はどんなデザイン
が並ぶのか今から楽しみです。次号は 1 月初旬発行予定です。

つくセンHP（http://www.tsukucen.net/）では、会員の皆様からのイベント情報などもご紹介しますので、是非お知らせ下さい。 お問合せ⇒info@tsukucen.net

