■地域環境整備等事業（業務部会）
美しく、安全・安心なまちづくりのための
活動を始めました。
１．地域防災講話
12 月 4 日（金）、第 1 回業務部会に 14
社 21 名が参加し、つくば市消防本部から
地域防災についての講話を受けました。
２．ワーキングチームによる
ワーキングチームによる検討会
による検討会
センター地区の環境整備の課題や、当
協議会で取組む案を作るために、研究者
（渡和由氏、樋野公宏氏）を招いてワーキ
ングチームを構成し、10 月 21 日（水）に事
前レクチャー、11 月 30 日（月）にまち歩
き、12 月 9 日（水）にはアイデア検討を行
いました。
３．落葉清掃
12 月 16 日（水）には
10 社 32 名が集まり、
『ランタンアート２００９』
においてランタンの設
置場所となる、中央公
園からデイズタウン前
までのペデストリアンデッキに積もった大
量の落ち葉を事前清掃しました。
４．フラワーボックス製作
フラワーボックス製作
『つくばグリーン Festival』のプレイベント
に先立って 3 月 18 日には、11 社 17 名が
集まり、「つくばみど
り会」の協力のもとフ
ラワー ボック スの試
作をしました。

２．連携イベント
連携イベント
＜１１月＞ 『つくばチャレンジ２００９』
＜２月＞ 『つくばスタイルジャズフェスタ
ｖｏｌ．１ 松本英彦メモリアルコンサート』
＜３月＞ 『笑顔市２０１０』、 『つくばセ
ントパトリックスフェスティバル２０１０』

引き続いて第 2 号議案では平成 22 年度
の事業計画案と、平成 22 年度の予算案
が提案され、両議案は出席会員に承認さ
れました。
第 3 号議案では、利根コカ・コーラボトリ
ング（株）、（社）茨城県造園建設業協会
県南支部、つくばの良い品（株）とつくば
みどり会が賛助会員に加わることが承認
されました。

大きなバルーンの中からカラフルな風船
がいっせいに飛び出して、子供達の大歓
声と消防音楽隊のファンファーレに見送ら
れながら、空高く舞い上がっていきまし
た。

オープニングセレモニー
センター広場の真中では、花で埋められ
たフラワーボックスのピラミッドと、大きな
緑のバルーンがパレードの人々を迎えま
した。市原つくば市長と、南部協議会長が
長い槍を持ってかまえると、まわりを囲む
子供達のカウントダウンが始まりました。
「３、２、１・・・」
「バーーーーーン！！」

緑の帽子を被った園児、緑の風船、花と
300 枚のメッセージカードで埋め尽くされ
た大きなフラワーカート、そして協議会員
の赤いジャンパー・・・２F クレオ前広場は
緑と赤で埋められていました。
５月２２日に開かれた『つくばグリーン
Festival』は、フラワーカートを引く子供達
のパレードから始まりました。軽快な音楽
と子供達の笑顔のパレードはとても微笑
ましく、ペデを歩いていた人たちも足を止
めて見入っていました。
この『つくばグリーン Festival』は、つくば
センター・駅前広場完成を記念するととも
に、街の玄関口にふさわしい環境、「花と
緑の街づくり」がスタートするお祭りとし
て、つくば市との共催で開催されました。

事業・広報部会
業務部会

部 会
開催日：７月７日（水）
開催日：７月１４日（水）

■つく
つくエコ
つくエコお
エコお楽しみ抽選会
しみ抽選会
開催日：７月４日（日）
時 間：１０：３０～１６：３０
会 場：つくばサイエンスインフォメーションセンター前
■センター
センター地区夏
センター地区夏まつり
地区夏まつり
期 間：７月１７日～８月３１日
◎世界のつくばで
世界のつくばで盆踊
のつくばで盆踊り
盆踊り
（主催：世界のつくばで盆踊り実行委員会）
開催日：７月３１日（土）
会 場：デイズタウンつくば
◎クレオスクエア盆踊
クレオスクエア盆踊り
盆踊り
（主催：クレオスクエア）
開催日：８月１４日（土）
会場：２F クレオ前広場
◎まつりつくば
（主催：まつりつくば実行委員会）
開催日：８月２８日・２９日
会場：つくば駅周辺各会場および研究学園駅前公園
■『～
『～風
『～風～ＡＲＴ・
～ＡＲＴ・２０１０』
２０１０』
【本イベント】
開催日：１０月２日・３日予定
【プレイベント】
風ぐるま作り WS
開催日：7/17・31、8/14・28・29、9/5・20

今後の
今後の予定
イベント

フラワーボックス水
フラワーボックス水やり隊始動
やり隊始動！！
隊始動！！
６／２１から７社にご協力頂いて設
置したフラワーボックスへの水やり
管理が始まりました。
【協力企業】 茨城県つくば美術館、
オークラフロンティアホテルつくば、
筑波学院大学、雄好会、つくば都市
交通センター、筑波都市整備、関東
鉄道（株）つくば学園ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

このボックスには、プランターが 2 個入
り、プランターが直に道路に接しない構造
で、風通しや
水はけが向
上し、植物が
長持ちするこ
とが期待され
ています。ま
た、フタを付
けるとベンチ
としての活用も可能です。
今後はボックスと花の管理が課題です。

【編集後記】
編集後記】 創刊号いかがでしたか？皆様からの新しい提案、面白いアイデアをお
待ちしております。どしどし事務局へ！次号は 8 月初旬発行予定です。

■協議会では「キャップ
de ECO」でペットボトルのキャップを集
めて、リサイクル業者へ売却し、そのお
金を世界の子供たちにワクチンを送る
活動に寄付する活動を行っています。
職場やご家族で集めていて、回収先を
探していらっしゃる方の分もお取りまと
めできます。事務局にご連絡下さい。

■『風アート・２０１０』では風を感じる
ART（風ぐるま、風鈴、風見鶏・・・etc）
出展者を募集していま
す！どなたでも応募可能
なので、是非職場の皆様
や、ご家族、ご友人と ご
参加下さい！

キャップ回収にも
ご協力を！

切り口が円形や正
四角形になるもの
は使えません！

■『ランタンアート・２０１０』（１２月開催
予定）に向けて、ペットボトル収集を開
始します！空いた２
２ Ｌ ペットボトルの保
ペットボトル
管にご協力お願いします！

ご協力お
協力お願いします

この活動は、センター地区全体に統一
感を演出するために、これまでに植えら
れたプランターも収納できる、統一したデ
ザインのフラワーボックスの設置を協議
会が提案して始まりました。

「つくばグリーンＦｅｓｔｉｖａｌ」のプレイベン
トとして、4/11･4/25 にフラワーボックスの
製作を行いました。会員企業、つくばみど
り会メンバー、一般参加の方々のご協力
で６０箱出来上がりました。5/16 には、花
植えを行い、現在、センター広場や周辺
ペデ上、駅前広場に設置されています。

フラワーボックス作
フラワーボックス作りました

お問合せ⇒info@tsukucen.net

クイズ・
クイズ・カフェ・
カフェ・MUSIC
この日は、駅前広場の大階段の階段の
数など、クイズに答えながらセンター地区
を巡る「リフレッシュラリー」も催され参加
者にリニューアルした場所を見てもらいま
した。
その他、センター広場でのオークラホテ
ルによる「風と花のカフェ」や、ペデでは、
JAZZ や ウ ク レ レ な ど の ラ イ ブ 演 奏
「STREET WAVE」などがあり、自転車で
通りがかった人も、お散歩中の人もしばら
く腰をおろして寛いでいました。
街を通りかかると、フラッと立ち寄りたく
なるこんな演出が増えるといいですね。

ライブペインティング
センター広場のモニュメントプラザでは、
ミヤザキケンスケさんが、大きなパネルに
ペインティングを披露中で、少しずつ絵が
出来上がっていく様子はみんな興味津々
でした。
花と緑にあふれたつくばセンターの楽し
い絵ができあがると、絵の中にある穴に
自分の顔を入れて、写真を撮って楽しん
でいる方もいました。

みんなで花植
みんなで花植え
花植え！
「タッチ」など、消防音楽隊の快活な演
奏が始まり、子供達は花の苗をもらって
センター広場にあるフラワーボックスの花
植えに参加。ご
家族や協議会員
の手助けを受け
ながらベゴニアや
日々草を楽しそう
に植えていまし
た。みんなで植え
たこのフラワーボ
ックスは、センタ
ー広 場 やそ の ま
わりに設置されます。

みんなで作った花と緑と笑顔の一日

『つくばグリーン
つくばグリーン Festival』
Festival』レポート＜
レポート＜2010.5.22（
2010.5.22（土）実施＞
実施＞

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。

＜１月＞
『餅つき』
『つくエコお楽し
み抽選会』
＜２月＞
『梅に願いを』
＜１１月～３月＞ 『キャップ de ECO』１０
回開催

１．主催イベント
主催イベント
＜９月＞ 『Ｋｉｃｋ Ｏｆｆイベント』（熱気球・
ペデ★ラリー・トワイライトジャズ）
＜１０月＞
『スポーツトライア
ル』、 『ハロウィー
ン メ イクＵ Ｐ★ツ ア
ー』
＜１１月＞ ランタンワークショップ（５回
開催）
＜１２月＞ 『ランタンアート・２００９』＆
『ほっ、とワイン＆ＭＵＳＩＣ』

■地域活性化事業（事業・広報部会）
賑わいづくりの初年度として、季節に応
じた様々なイベントを主催し、協議会の存
在・目的をアピールや、エコ活動の推進な
どを行いました。特に『ランタンアート・２０
０９』では、市民や近隣小学校などの協力
も得て、多くの人々に喜ばれるイベントに
なりました。また、地域の活動の支援とし
て、備品貸与や共同開催なども行いまし
た（連携イベント）。

昨年度の
昨年度の活動

6 月 16 日（水）、つくば市役所新庁舎の
201 会議室にて、つくばセンター地区活性
化協議会の定例総会が開かれ、正会員
28 名、賛助会員 11 名が出席されました。
開会にあたって南部会長から、「今年
度は会員の意見をより反映し、協議会の
原点である賑わい空間づくり、安心安全
の街づくりをもとに、地域活性化につなが
る事業に一層力を入れたい。」と挨拶。
第 1 号議案の平成 21 年度の事業報告
に続いて、平成 21 年度の決算報告があ
り、監事から監査報告もされ、両議案は
出席会員に了承されました。（昨年度の
事業は、以下を参照）

総会報告

http://www.tsukucen.net
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