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イベントレポート＜フラワーアート＞5 月 10 日 （土） 11 日 （日）

イベントレポート＜七夕飾り＞ 7 月 5 日 （土） 6 日 （日） 7 日 （月）

自然と科学が融合し
たつくばの魅力を伝
えるスローガン
「つくば , ホンモノ！」
にちなんで、
「つくば ,
ホンモノ！」のロゴ、
「地球」、ひらめきを
表す「星」を描いた。
【指導】 筑波学院大学
経営情報学部
高嶋啓講師
野田美波子助教

7 月 5 日 ( 土）〜
7 日（月）までつく
ばセンター地区内
で、「七夕飾り」を
飾りました。今年の
七夕飾りは、イベン
トや商業施設と連携
して行い、多くの方
に夏の風物詩「七夕」
を感じてもらうことができました。
今年はキュート、アイアイモール、つ
くば市国際交流協会など、屋内に飾る施
設が多くありました。デイズタウンでは
入口に大きな七夕飾りを設置したほか、1
階休息所にはたくさんの願い事を書いた
短冊が飾られました。

花苗を選ぶ来場者

5 月 10 日（土）11 日（日）のつくばフェ
2 日目の 12 時より、センター広場周
スティバルにおいて、2,500 個の花苗でセ
辺に植える花苗を除いた 1,900 苗を
ンター広場に絵を描く「フラワーアート」 チャリティ配布しました。今年もたく
を行いました。このフラワーアートは、筑 さんの方にご協力いただき、78,685 円
波学院大学の高嶋先生とメディアデザイン が集まりました。
系の学生の協力により、これまで「フラワー
集まったお金は、リヴォルヴ学校教
バード」「虹とロケット」「ロボット」を描 育研究所を通して、宮城県東松島市の
いてきました。4 回目の今年もつくばらし 小中学校の花苗代に使われる予定です。
い絵を花苗で描き、来場者の目を楽しませ
ました。
天候にも恵まれ、セ
市民サポーター活動
ンター広場は、遊具の
「ふあふあ」や噴水で遊
＜ハンギングバスケット体験講座＞
ぶ子どもとその周りで
6 月 24 日（火）、市民サポーターの活
休憩する人々で、つく
動の一つである「体験講座」を行いまし
ばフェスティバルの憩
た。講師の先生の指導のもと「ハンギン
＜ご協力ありがとうございました＞
いの空間となりました。 筑波都市整備、レクサスつくば、ACCS、コカ・コー
グバスケット」を制作し、キュート 1 階
ライーストジャパン、常陽銀行、筑波銀行、つくば都
の西側歩道沿いの街灯に飾りました。
市交通センター

環境整備活動 ＜フラワーボックスの管理と植替え＞
＜花苗の植替え＞
5 月 12 日（月）に、
フラワーアートで使用
したベゴニアをフラ
ワー BOX75 基（150
プランター）に植え替
えました。
センター広場周辺は、今まで協議会会員
で組織する「水やり隊」の皆さんが交代で
水やりをしていましたが、よりきめ細かい
管理ができるよう、会員の「地先」にフラワー
BOX を移動し、管理と目配りをお願いする
ことになりました。夏場は毎日水やりが必
要となり大変ですが、宜しくお願いします。
＜ご協力ありがとうございました＞そごう・西武、筑波学園
ホテル、筑波学院大学、つくば市、雄好会、つくば都市交通
センター、UR 都市機構、筑波都市整備、ライトオン、つく
ば青年会議所、つくば市国際交流協会
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＜管理と水やり＞
駅前広場のフラワー BOX は今まで通
り「シティア内科クリニック」、「茨城
県つくば美術館」が水やりをしてくだ
さっていますが、8 月より協議会の「市
民サポーター」さんが仲間に加わりま
した。
また、月に一度の「フラワー BOX の
日」（第 1 月曜日）には、事務局と市
民サポーターで、全てのフラワー BOX
の状況確認を行うとともに、普段なか
なか管理しきれない切戻しや施肥など
を行っています。フラワー BOX の管理
でお気づきのことがありましたら、事
務局までご連絡ください。

カピオ前や MOG ストリートは屋外に
設置したため、天気が心配されましたが、
予報に反して土日は雨が降ることなく飾
ることができました。雨が降っても濡れ
ない工夫が施された飾りもあり、梅雨の
屋外イベントらしい風情を感じました。
また、4 日 ( 金）
〜 6 日 ( 日）まで
センター広場で開
催された「つくば
クラフトビアフェ
スト」の会場でも
竹を飾り、短冊に
願い事を書いても
らいました。

＜ご協力ありがとうございました＞
コカ・コーライーストジャパン、つくばみどり会、
つくば都市交通センター、筑波都市整備、広沢
土地倉庫、つくば文化振興財団、つくば市国際
交流協会、常陽銀行、筑波銀行、筑波学院大学、
つくば科学万博記念財団、けやきの会、インス
チチュート・エヂュカレ、つくばインターナショ
ナルスクール、つくばクラフトビアフェスト

防災連絡会のラジオ試聴訓練

昨年 10 月に 37
社の参加により発
足したセンター地
区の｢防災連絡会」。
普段からラジオに
慣れておくこと、
お互いをよく知る
ことが重要と考え、
4 月からラジオ試
聴訓練を行っています。
この訓練は、連絡会会員が毎月第３金
曜日の 11 時 45 分から 10 分間、ラヂオ
つくばを聞いて、電波の受信状況などを
ラヂオつくばへ報告するという内容で
す。また番組には、連絡会会員が交代で
「ハンギングバスケット」は見たことは 出演し、自社のＰＲや防災への取組を話
あるがなかなか家でトライしたことがな します。
訓練の結果は秋に開催予定の「防災連
いという方が多く、しかも家に飾るもの
よりかなり大きなものを制作したので、 絡会議」で報告し、今後の活動について
サポーターの皆さんからは、「貴重な経験 話し合う予定です。これまで「会社内に
ができてよかった」「自分が作ったものが ラジオがない」「ラヂオつくばが受信で
きない」などの報告を受けています。こ
多くの人の目に触れる
ういった訓練を地道に続けることで、有
場所に飾られてうれ
事の際に情報収集・発信ができる体制づ
しい」という感想が
くりや自社内及び地域防災力のさらなる
ありました。
強化を目指していきましょう。

つくせん 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、是非お知らせください。

4 月 18 日（金）の平成 26 年度定期総会において、今年度に行う活動が決定しました。
＜共通＞
公共空間活用実証実験
市民サポーター制度
各種イベントの後援
学生イベント等の支援

＜環境整備活動等＞
花の植替え（年 2 回）
花の水やり、手入れ
ムクドリ対策
清掃活動（12 月）
防犯パトロール
防災連絡会
つくりん

＜イベント＞
フラワーアート（５月）
七夕飾り（７月）
秋のイベント（後方支援）
つくば光の森（調整・広報）
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（通年）

ランタンアート２０１４
会員の皆様には、11 月頃にランタン
今年のランタンアートは、12 月 13 日
の制作などのお声掛けをしますので、中
（土）14 日（日）に行います。
学生に負けないよう、ご協力よろしくお
6 回目となる今年は、アート性を高め
願いします。
てこれまで以上に来場者に楽しんでもら
うことを目指します。そのために、市内
ペットボトル収集を
の小学生が夏休みを利用してオリジナル
今からお願いします！
のランタンを作る、「オリジナルランタ
ンコンテスト【夏休み工作の部】」を新
昨年は皆様の協力のおかげ
たに開催します。また、これまで実施し
で約 1000 個集まりました。
てきた「オリジナルランタンコンテスト」
今年もたくさん必要となります
を強化するため、会員と連携したアドバ
ので今からストックのご協力を
ンスワークショップも開催します。会員
お願いします。 回収は 11 月中
の皆様もコンテストへの参加をご検討く
旬以降を予定しておりますが、
ださい。
保管場所にお困りの場合には
また、今年も竹園東中学校がイベント
事務局までご相談ください。
運営に参加してくれます。現在、実行委
員会を作り、今年の参画内容を検討中で
す。新たな提案に期待しましょう。

グルメマップ作成しました！

今後の予定

◎8/30（土）31（日）
つくば駅周辺のグルメを紹介する、「グ
まつりつくば 2014
ルメマップ夏 Ver.」を作成しました。「つ
※協議会ではランタンアート WS
くば駅に初めて来たけど、お昼はどこで
を行います
食べようかな」「つくば駅周辺って階層に
◎9/12（金）〜 14（日）
なっててわかりづらいんだよね。あのお
プレミアムビールとうまいもの祭り
店はどこにあるの？」などの要望に応え、 ［主催：同実行委員会］
つくば駅周辺のグルメ情報がひと目でわ
［場所：つくばセンター広場ペデ］
かるマップになっています。今回は「夏
◎10/2（木）〜 4（土）
Ver.」として、エリア内のビアガーデン
つくばセンター音楽祭
［主催：同実行委員会］
も一挙に掲載。
［場所：つくばセンター地区内］
協議会 HP か
■9
月中 運営会議
ら PDF ファイル
■10 月頃 センター地区防災連絡会
がダウンロード
できますのでご
【編集後記】 6 月 7 月は、センター地区での
イベントがたくさんありましたね。ペデを含む
利用ください。
センター広場エリアの使用回数も格段に増えて
今後も随時更
いるようです。一方でペデのタイルの割れが増
新していく予定
え、重量のある車の乗り入れができなくなり、
ですので情報を
イベント準備などへの負担が増えています。皆
お寄せください。
で協力して賑わいのある街をつくるという、協
議会の主旨にのっとった開催方法が見いだせる
とよいですね。

