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フラワーアート（5/10～12）

定期合同部会(総会)

花苗 2,000 苗で、
「ロボットの街つく
ば」のキャラクター
と研究学園都市
50 周年を描いた
「フラワーアート」

＜フラワーアートの制作＞

＜寄付金の送付＞

5 月 11 日(土)・12 日(日)に行われた「つ
くばフェスティバル」において、今年で３回
目となる「フラワーアート」を、センター広場
に制作しました。デザインは毎年お願いし
ている筑波学院大学の高嶋先生に協力い
ただき、制作は筑波学院大学メディアデザ
イン系専攻の学生の皆さんに協力いただ
きました。
今年のフラワーアートの制作は、大まか
なアウトラインだけを決め、後は学生たち
が自分で考えて花苗を配置しました。ロボ
ット部分のグラデーションが難しく、試行錯
誤しながらの作業となりましたが、見事に
「ロボットのキャラクター」と「50th」の文字
を完成させました。

花苗チャリティ配
布で集めた寄付金
は、NPO 法人リヴォ
ルヴ学校教育研究所
の「東日本大震災被
災地の子ども達に
“花苗”を送ろう」プ
ロジェクトの義援金として、今年は宮
城県東松島市の宮戸小学校と野蒜小学
校へ送られました。来場者に書いても
らった「つくばからのメッセージ」カ
ードを一枚にまとめたポスターを、寄
付金と共に渡していただきます。

＜フラワーアート in つくばフェスティバル＞
「つくばフェスティバル」の初日 11 日
は、雨交じりのあいにくの天気になりま
した。前日並べた花も閉じているものも
あり、花色がさえません。それでも、筑
波学院大学の学生が、チャリティ配布の
告知と被災地へ送る「つくばからのメッ
セージ」集めを懸命にやってくれまし
た。
翌日はうってかわって強い日差しの
一日。正午から、フラワーアートに使用
した 2,000 苗のうち 1,400 苗をチャリテ
ィ配布しました。市民ボランティアや会
員で声掛けを行い、時折行列ができるほ
どの盛況となり、昨年度を大きく上回る
70,602 円が集まりました。
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▲チャリティ配布の様子

5 月 24 日(木)アルスホールにて平成
25 年度の定期合同部会(総会)を開催し
ました。髙田会長を議長に、第 1 号議案
～第 5 号議案までのすべてが可決され
ました。
第 1 号議案 平成 24 年度事業報告
決算及び監査報告
第 2 号議案 会則改正について※1
第 3 号議案 役員の選任について
第 4 号議案 平成 25 年度事業計画
及び予算について
第 5 号議案 新規サポーター会員の
承任について※2
※2 株式会社筑波広告社さんが、新規
のサポーター会員になりました。
毎月「Ripple」という情報誌を発行し、主
につくばの中心地域にポスティングで配
布しています。今後ともよろしくお願いし
ます。

※1 「会則改正」により、今までイベント部
会業務部会と別れていた部会がなくなりま
したが、イベント活動、環境整備活動の 2
つの柱で今まで通り活動していくことにな
ります。
環境整備活動（継続的に実施）
・防犯パトロール
・フラワーBOX 管理
・センター地区の防災対策
・レンタサイクル社会実験
・公共空間活用実証実験
イベント活動
・フラワーアート（5 月）
・七夕飾り（8 月）
・拡大版ストリートサンデー(10 月)
・ランタンアート（12 月）
・梅に願いを(2 月)
・ストリートサンデー
（毎月第 3 日曜日）

公共空間活用実証実験

ムクドリの飛来

今後のイベントスケジュール

今年もムクドリがやってくる季節になりまし
た。昨年はセンター広場周辺のケヤキを強
剪定したためムクドリのねぐら化を防ぐこと
ができました。
今年も既にかなりの数のムクドリがセンタ
ー地区にやってきています。ペデストリアン
デッキが「糞」で汚れ
ないよう、ディストレ
スコールや剪定など
で対応をしていま
す。

＜七夕飾り＞
今年は新暦の七夕
である７月７日から８月
の旧暦の七夕までの１
カ月間を「センター地区
の七夕月間」として、セ
ンター地区内の商業施
設等で行われる七夕の
イベントやプログラムを
紹介します。
また今年は、サイエンスインフォメーション
センターと、「世界のつくばで盆おどり」での
ワークショップにおいて、いろいろな国の
人々と交流しながら七夕飾りを制作します。

ラヂオつくばのスタジオ開設
４月より、ラヂオつくばのサテライトスタジ
オ「セン」が、センタービル２階に開設され、
協議会のサテライトスペースとシェアしてい
ます。平日夕方 5 時～7 時までの生放送で
は、センター地区を盛り上げようと、この地
区の話題を取り上げています。ＰＲしたいこ
とがあれば、サテライトスタジオから発信で
きますので、ご利用ください。

＜『つくばセンターマルシェ』リニューアル＞
昨年の夏から公共空間活用実証実験
の一つとして行っていた「つくばセンター
マルシェ」が 4 月 6 日(土)からリニューア
ルしてスタートしました。センター広場と
中央公園（交番隣り）に、合わせて約 20
店舗が出店しています。今回は特に、第
1 第 3 土曜日を「つくばセンターマルシェ
の日」として、全店舗が出店する日を設
けました。また、7 月より「つくばちゃんね
る」ブログにて、つくばセンターマルシェ
出店者によるブログも始めました。各店
舗のおすすめ情報など、是非チェックし
てください。

＜新たな公共空間実証実験＞
■ライトオン[ライトオン前]
（バーゲン品などをテントにて出店）
■ハワイアンビアテラス[センター広場１Ｆ]
■一成ビアテラス[センター広場１Ｆ]

フラワーアートに協力いただいた方々

フラワーＢＯＸ 花の植替え

ランタンアート２０１３

フラワーアートに使用した 600 苗のベ
ゴニアは、センター広場・駅前広場のフ
ラワーボックスへの植替用です。5 月 13
日に会員と市民サポーターが集まり、実
演説明を聞いたうえ、丁寧に作業しまし
た。暑い夏でも元気に育ちますように。

本年度の「ランタンアート２０１３」は、12 月
14 日(土)15 日(日)に決定しました。
今年は、竹園東中学校の 2 年生が「つくば
スタイル科」の授業の一環として参加してく
れます。
5 月 14 日に行
ったオリエンテー
ションでは生徒た
ちの積極的な姿が
見られ、今後ラン
タンの制作やラン
タンのレイアウトな
どにお いて、どん
なアイデアが出て
くるかとても楽しみです。

ご協力ありがとうございました。
＜会員企業＞レクサスつくば、筑波都市整備、
研究学園都市コミュニティケーブルサービス、
茨城住宅管理協会、利根コカ・コーラボトリング、
筑波学院大学、筑波銀行、常陽銀行、つくば
文化振興財団、つくばシティア内科クリニック、
つくば都市交通センター、協議会市民サポーター
＜個人寄付＞筑波都市整備・つくば都市交通
センター・つくば市の職員の皆さん

【筑波学院大学メディアデザインコース在学生】
佐久間星良、古田土潤、若林知弥、蒲田将大、
田村莉香、元木将人、大坂間陽太、吉森麻梨奈、
竹内理恵、皆川由貴、矢吹和大、大蔵歩、
豊島千晴、木村遥、石川夏央梨、高萩愛美、
曽川香澄、藤本美幸、永嶋雅信、花山美景、
浜田怜佳

▲東松島へのメッセージポスター
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＜ご協力ありがとうございました＞
筑波学園ホテル、筑波学院大学、つくばシティア内
科クリニック、筑波大学、つくば市、つくば都市交通
センター、筑波都市整備、都市再生機構、ライトオ
ン、茨城住宅管理協会、つくば青年会議所、協議
会市民サポーター

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。

○ワークショップ
7/20（土）13 時～16 時［サイエンスインフォ］
21（日）13 時～16 時［サイエンスインフォ］
27（土）15 時～19 時［デイズタウンつくば］
○七夕飾り
8/3（土）・4（日）
展示場所：クレオスクエアＭＯＧストリート
デイズタウンつくば
アイアイモール，カピオ横
＜その他の今後の予定＞
○ストリートサンデー
開催日:7/21（日）／8/18（日）
■世界のつくばで盆おどり２０１３
開催日：7/27（土）
12:00～ ちびっこ工作
15:00～ すいか割り
セグウェイ＆マイクロモビリティ試乗会
15：30～ ビンゴ大会
16:00～ 創作盆おどりコンテスト
17:00～ オープニング（二の宮太鼓會演奏）
18:30～ 盆踊り
20:30～ 抽選会

■まつりつくば
開催日：8/24（土）・25（日）

【編集後記】5 月 24 日～26 日まで「つくばクラフトビアフェスト」が開催されました。最終日に
行きましたが、センター広場とペデストリアンデッキがたくさんの人で溢れており、来場者の
皆さんがビールを片手にとても楽しそうでした。
梅雨も明けて夏まっさかり。センター広場周辺のビアテラス＆ビアガーデン、キュートのパ
ティオバルで夕涼みがてら楽しく過ごしましょう！

