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＜中学生のアイデアを形に！＞
運営に参画したつくば竹園学園の中学生は、
たくさんのアイデアも出してくれました。

2015 年 1 月 22 日 （木） 発行
発行元 ： つくばセンター地区活性化協議会事務局
〒305-0032 茨城県つくば市竹園 1-2-1
TEL ： 029-883-0251 FAX ： 029-855-6626
e-mail ： tsukucen_jimu@tsukucen.net

＜アイデア溢れる会員制作ランタン＞

会長交代のお知らせ

会員制作のランタンも毎年趣向を凝らして
います。

■企業内の人事異動に伴い、協議会会長が変更となりました。
会長 筑波都市整備㈱ 代表取締役社長 石原 孝
ランタンアート 2014 では、ラヂオつくば特別番組に出演し、点灯のカウントダウン
を行いました。

落ち葉清掃
▲ランタンの切抜の影が後
隠れたキャラクターを探す ろの壁に写り、幻想的に。
（つくば都市交通センター） （つくばエキスポセンター）
▲並んだランタンの中から

昨年に引き続きランタ
ンアートに参画したつく
ば竹園学園 8 年生がラン
タンで描いた「筑波山か
ら見下ろす未来都市〜進
み続ける街つくば」

12 月 13 日（土）14 日（日）、「ランタン 集しました。その結果、272 個もの作品
アート 2014」を実施しました。両日とも
が集まり、ランタンアート当日、来場者
ランタンの強敵である「風」が穏やかで、 の投票によって優秀作品を決定しました。
多くの来場者がランタンの灯るひとときを
また、茨城県つくば美術館では、筑波
楽しみました。
大学芸術学系構成専攻の先生と学生さん
今年のランタンの数は、市内 19 の小中 が講師となり、事前のワークショップを
学生の作品が約 4,000、協議会会員制作が 開催しました。ワークショップの参加者
約 1,200、ワークショップでの制作（当日 は、絵柄を切り抜いた型紙を使って絵付
含む）が約 800、オリジナルランタンコン けする「ステンシル」という技法で、思
テスト作品が約 500 と、昨年とほぼ同数の い思いの絵を描いてランタンを制作しま
6,500 個。特にランタンアート当日にラン した。制作作品は、講師となった学生た
タンを作って飾れるコーナーが大盛況で、 ちが陶芸を用いて制作した独創的なラン
小さな子どもから大人まで参加し、昨年の タンと共に、ランタンアート当日に美術
2 倍の約 200 個のランタンが会場に飾られ 館前の屋外展示場に飾られました。
ました。見るだけでなく参加できるイベン
色画用紙の切抜や、障子紙に絵を描い
トとしても認知されてきたようです。また、 たベーシックなランタンとは一味違う、
毎年日曜日は土曜日に比べて来場者が少な 様々な「ランタンアート」を、会場のあ
くなる傾向にありましたが、今年は最後ま ちこちで楽しんでいただきました。
で多くの来場者で賑わい、19 時半の消灯を ＜地域とのつながりも＞
惜しむ声が多く聞かれました。
6,500 個ものランタン
＜アートイベントとして＞
6 回目の実施となった「ランタンアート」
を更に楽しんでもらおうと、今年は「アー
ト」の部分に力を入れました。
例年開催している「オリジナルランタン
コンテスト」に、市内の小学生を対象にし
た＜夏休み工作の部＞を新たに加え、夏休
みの宿題の一環としてコンテスト作品を募

▲作品をじっくり見て投票する来場者で混雑した
コンテスト会場

に火を灯す作業は、多く
の方の協力により成り
立っています。今年も昨
年同様、協議会会員、つ
くば竹園学園の 8 年生と
4 年生、近隣小学校の保
護者・児童、筑波学院大学の学生、協
議会の市民サポーターなど、両日とも
約 250 人の人々が、準備〜撤収まで力
を合わせました。
近隣小学校の保護者の方からは、「親
も子も楽しんでボランティアに参加で
きた」という声が聞かれましたが、実
際ボランティアに参加する親子が年々
増えているそうです。
「ランタンアート」
が地域と一体となって実施するイベン
トとして定着していることを実感しま
した。

▲今年のポスター。中学
生の書いた絵をベースに
全体をデザイン。イベン
ト前にＴＸ主要駅や市内
各所に掲示された。

▲中学生の原画からデ
ザインしたランタン
キャラクター。今年の
切り抜きランタンのデ
ザインにもなった。

＜ご協力ありがとうございました＞つくば都市交通セン
ター、筑波都市整備、ACCS、筑波学園ホテル、筑波学院大学、
広沢土地倉庫、茨城県つくば美術館、常陽銀行、西武筑波
店、つくば科学万博記念財団、筑波銀行、つくば市、筑波
大学、つくば文化振興財団、つくばみどり会、つくば市市
民活動センター、市民サポーター、吾妻小学校・竹園東小
学校・竹園西小学校の保護者の皆さん

つくば光の森 11 ／ 22 （土） ～ 1 ／ 12 （月 ・ 祝）
つくば光の森実行委員会の一員である
協議会では、例年通り「つくば光の森」
を案内する「クーポン付リーフレット」
約 25,000 部を作成しました。このリーフ
レットは TX 各駅やセンター地区内の施設
等に置いていただいた他、市内の小中学
生にも広く配付しました。
「点灯式お楽しみ抽選券」
11 月 22 日（土）より、
「つくば光の森」
がついていたこともあっ
が点灯しました。TX の開通に合わせ、
「つ
て、点灯式ではリーフレッ
くば駅前を明るく賑わいのある場所にし
トを持った親子連れをた
たい」と 2005 年から始まったイルミネー
くさん見かけました。
ション。今年は 10 年の集大成ということ
で様々な色の LED の光がペデストリアン ＜広告協力ありがとうございました＞
筑波都市整備、レクサスつくば、
デッキを彩りました。
ACCS、常陽銀行、関彰商事、筑
エリア内では、新たなイルミネーショ 波学園ホテル、筑波銀行、広沢土
ンも増えており、南 3 駐車場や筑波メディ 地倉庫、ライトオン、つくば献血
カルセンター前など、少しずつ確実に「光 ルーム、つくば観光コンベンショ
ン協会、つくば市商工会
の森」が広がっています。

カードギャザリング 10 ／ 4 （土） ～ 11 ／ 22 （土）
イベントの多い秋に、センター地区内 にもなり、センター地区のイベントに多
で行われるイベントを応援する企画とし く参加してくれたことがわかりました。
て「カードギャザリング」を実施しました。 参加者からは、「カード集めを通して、い
ろいろなイベントに参加でき、親子で楽
10 月 4 日〜 11 月 22 日までの間にセン
ター地区内で実施される「19」のイベン しむことができた」という感想をいただ
トに出かけ、会場に置いてあるカードを き、センター地区で実施されるイベント
集めて最終日の景品交換会＆抽選会に参 に出かけてもらう、一つのきっかけとなっ
加してもらうという企画。カードを集め たようです。
やすくするため、協議会会員施設に協力
いただき、「常設」の設置場所も 4 カ所作
りました。
11 月 22 日 ( 土）の「景品交換会＆抽選会」
には約 220 人の方が参加されました。全
てのカードを集めたパーフェクト達成者
は１人。10 枚以上集めた人は 80 人以上

▲カードの入った宝箱を
イベント会場に設置。

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。

▲イベントごとに文字と
色が違うカード

公共空間の活用について

12 月 10 日（水）に実施した「落ち葉清
24 年度から実施している「公共空間
掃」は、地域の環境整備活動の一環として、 活用実証実験」は 27 年度秋の条例施行
また週末に行う「ランタンアート」が安
を目指し、27 年度春からも「実証実験」
全に開催できるよう、普段の道路清掃で
として継続して行われます。一方で、つ
は行わない「植込み」の落ち葉まで掻き
くば駅前のターミナルビルの OPEN や、
出すことを目的として実施しています。
新しいマンションやショッピングモール
清掃場所はセンター広場とエキスポセ
の完成などもあり、センター地区が大き
ンター〜デイズタウンまでのペデストリ
く様変わりすることが予想されます。
アンデッキと広範囲に渡りましたが、今
このような状況をふまえ、公共空間の
年も協議会会員と、つくば竹園学園の 8
活用と賑わいづくりについて、当協議会
年生約 180 人の参加により、あっという
の中でも主体的に検討していくことが必
間に綺麗になりました。しかし今年は、
要となっています。
落ち葉の量が例年より多く、「つくばみど
今後の予定
り会」さんに用意していただいたパッカー
◎2/11( 水・祝） 梅に願いを
車に入りきらない事態となりました。
[ 場所：クレオ前広場 ]
入りきらなかった落ち葉は、つくば市
筑波山梅まつりのプレイベントとして
道路課に早急に処
実施する、つくば観光コンベンション協
分をお願いしまし
会との連携イベント。ハートの短冊に願
たが、来年は市と
い事を書いた人には、抽選で景品をプレ
連携して実施した
ゼント。願い事は、筑波山神社に奉納
いと思います。
します。
＜ご協力ありがとうございました＞
レクサスつくば、ACCS、つくば科学万博記念財団、筑波
学園ホテル、筑波大学、つくば都市交通センター、筑波
都市整備、ＵＲ都市機構、広沢土地倉庫、つくば献血ルー
ム、つくばみどり会、コカ・コーライーストジャパン、
つくば市国際交流協会、つくば市市民活動センター

フラワーＢＯＸ［花の植替え］
10 月 27 日（月）にフラワーボックス
75 箱（600 苗）の植替えを実施しました。
▲ 昨年の様子
夏場に根を喰いあらす虫が多く発生した
◎3/14（土） ふるさとつくばゆいまつり
ため、プランターの土を全て外に出し、
[ 主催：ふるさとつくばゆいまつり実行委員会 ]
根や虫を取り出す大作業となりました。
[ 場所：つくばセンター広場 ]
この作業と会員の日々の管理のおかげで、
■3 月 運営会議
パンジーは元気に育っており、花苗の提
センター地区防災連絡会
供元であるつくば市市民活動課からもお
【編集後記】
「光の森」の点灯式は、人気お
褒めの言葉をいただきました。
笑い芸人の登場もあって、まつりつくばの
今後も、頑張っ
て綺麗な花を咲 ような人混みでしたね！ところで、イルミ
かせ続けましょ ネーションの点灯中、センター広場周辺を
通った方は気づいたでしょうか？今年はつ
う！
くば青年会議所さんの新たな試みとして、
ケヤキ並木に音楽（オルゴール）が流れて
＜ご協力ありがとうございました＞
西武筑波店、筑波学園ホテル、筑波大学、つくば都市交通
いました。イルミネーションと音楽のコラ
センター、筑波都市整備、UR 都市機構、つくば青年会議所、
ボでムード満点の「つくば光の森」となり
コカ・コーライーストジャパン、つくば市国際交流協会、
ました。来年も楽しみですね！
つくば市市民活動センター、市民サポーター

