関東鉄道、常陽銀行、筑波銀行、雄
好会、つくば都市交通センター、都
市再生機構、東日本電信電話、ライ
トオン、茨城県造園建設業協会、筑
波学園ガス、つくばみどり会、東京
電力、利根コカ・コーラボトリング、
UR リンケージ

協賛・動員ご協力ありがとうございました

夕方から始まった盆踊りでは、まずは
「ドラえもん音頭」からスタート。櫓の周り
を二重の輪になって、浴衣を着た子供達
や大人、そして外国人も大勢踊りに参加
しました。その後、「炭坑節」、「つくば音
頭」、「源太踊り」と続きました。
また、来場者には浴衣を着た外国人も
多く、つくばらしい風景でもありました。

NEW!

キャップまと当て

また、集めたキャップは寄付金になり
ます。これまで回収した分をリサイクル
業者に売却したところ 4,711 円となりまし
た。このお金は、JCV（世界の子どもにワ
クチンを 日本委員会）へ寄付します。

キャップ ｄｅ ポイ

キャップカーリング

＜手入れ
手入れ活動 7 月 20 日＞
5 社が参加して、施肥・土の追加を行
いました。8 月には切り戻し作業を行い
ます。

3.ムクドリ対策と防犯活動について
つくば市よりムクドリ対策の現状と、
不法駐輪対策について説明がありまし
た。両対策について、今後協議会も協
力していきます。

2.フラワーボックス、今後の進め方
フラワーボックスを含め、環境整備に
ついて意見交換を行いました。
ウォーターガーデンは市民からも好
評で、支障なく維持もされているので今
後も継続します。また、フラワーボック
スについては、管理について多くの団
体に関わって頂きたい、不法駐輪や危
険防止対策としてのフラワーボックス
の活用について等意見がありました。
また、水やりを管理している企業名をフ
ラワーボックスに入れて責任と貢献を
明らかにするようにします。

＜部会開催 7 月 14 日＞
1.まちあるき
センター地区に設置されているフラ
ワーボックスや環境について実際に現
場を歩いて現状を把握しました。

2.「風 ART・２０１０」の進め方について
10 月 2・3 日に開催予定のセンター
地区の新たな夏～秋のイベント「風
ART・２０１０」について説明を行いまし
た。
「みんなの風ぐるま」部門では、市内
小学校、一般市民や会員企業により 1
万 5 千本の手作りの風ぐるまを展示し
ます。会員制作分 7 千本に関して質問
がありましたが、今後試作会を行い、
作り方や分担等についてご説明するこ
とになりました。
「風を感じるアート」部門では、風を
感じることのできる作品を募集し、セン
ター広場に展示します。
●業務部会

●事業・
事業・広報部会
＜部会開催 7 月 7 日＞
1.「世界のつくばで盆おどり」について
「世界のつくばで盆おどり」について
イベント内容の説明と、動員や協賛な
ど協議会会員への協力依頼を行いま
した。

部会活動
部会活動

・

事業・広報部会
・風ぐるま試作会 開催日：8 月 24 日（火）
・部会
開催日：9 月中旬

部 会

＜関連イベント・参加計画中＞
■つくば産業フェア／つくば農産物フェア
10/9（土）･10（日） 会場：つくばカピオ
■つくば環境フェスティバル／つくば科学
フェスティバル
10/30（土）･31（日） 会場：つくばカピオ

＜企画中＞
■『SPORTS トライアル』
●つくばスポーツフェア
10/9（土）･10（日） 会場：大清水公園
●スポーツラリー
10/11（月） 会場：中央公園・クレオ・
デイズタウン・センター広場

【編集後記】
編集後記】
「街の中に風ぐるまが並んだら、楽しそうですね」と言って、多くの方がワークショップに
協力してくださいます。みんなで頑張りましょう！次号は 10 月中旬発行予定です。

皆さんとの打合せ等に
利用する予定です！

オープン日：8 月 25 日（水）
場所：つくばセンタービル 2F

■協議会「サテライトスペース」が
オープン！

お知らせ

ランタンの作り方、回収方法は９月初
めにお知らせします。

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！

イベント
■『ランタンアート・２０１０』（１２月開催
予定）の際、ペットボトルが必要になり
ますので、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！

・

・

■『～
『～風
『～風～アート・
アート・２０１０』
２０１０』ワークショップ
8/22（日） 会場：デイズタウン特設会場
8/28（土） 会場：つくば駅周辺会場
8/29（日） 会場：つくば駅周辺会場
9/5（日）
会場：クレオ前広場、
デイズタウン
9/20（月） 会場：つくば美術館
■『～
『～風
『～風～ＡＲＴ・
～ＡＲＴ・２０１０』
２０１０』
10/2（土）･3（日）

今後の
今後の予定

ご協力お
協力お願いします

＜作り方＞
① ストローを 3cm に切り、２本用意する。
② シートの５つの点（四つ角と中心）に穴をあける。
③ 対角線上の切り込み線を切る。
④ 針金にシート（中心の穴）⇒ストロー
⇒ シート（四隅の穴を順番に）
⇒ビーズの順に通す。
⑤ ビーズが抜けないように針金先をペンチ等で曲げる。
⑥ シートの後ろ側からストローを入れ針金を直角に曲げる。

・

・・ ・

8.5cm

2010 年 8 月 16 日(月)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

★風ぐるまの作り方★
【材料】羽用のシート 1 枚、ストロー 風ぐるま 1 つに 6cm 使用（3cm×2）
2cm
針金 20cm 1 本、ビーズ 1 個
【道具】ラジオペンチ、千枚通し又は目打ち、はさみ、カッターマット ・
【所要時間】1 本 5 分程度
＜羽用のシート＞
・18cm×18cm の樹脂製で、片面に色が付いています
・色の面に白抜きで、切り込み線（対角線上）と、中心及び羽を
・
重ねる四隅の穴（計５つ）が印刷されています。

お問合せ⇒info@tsukucen.net

【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、都市再生機構、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

８月から８社に増えました。
暑い中ありがとうございます！

フラワーボックス水
フラワーボックス水やり隊
やり隊

（写真）ムクドリに向けて威嚇装置（ディ
ストレスコール）を用いて追い払い活動
を実施。（7 月 28 日）

＜ムクドリ対策
ムクドリ対策＞
対策＞
この季節になるとセンター地区を寝床
にやってくるムクドリたち。毎年糞や騒
音被害に悩まされ、音を出したり、ケヤ
キの枝剪定など追い払い対策を実施し
ています。今年も根気強く追い払い活動
を続けていきます。

皆さ んのア イデア を生
かしたアート作品を募
集しています！是非職
場の皆様や、ご家族、
ご友人とご参加下さ
い！

風を感じるアート
じるアート募集中
アート募集中！
募集中！

センター地区での夏季イベントでワ
ークショップを実施中。みんなで 1 万
5 千本を目指します！

風ぐるまワークショップ
ぐるまワークショップ

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。

ペットボトルのキャップを使って遊べ
る人気のゲームです。月 2 回程度開催
しおり、定番イベントとして認知されつつ
あり、リピーターも増えています。
「リサイクルできる資源を回収しなが
ら遊ぶという目のつけどころが面白い」
と言ってくださる方もいます。

＜2010.7.31（土）実施＞
7 月 31 日に、デイズタウンの平面駐
車場を全面使って、「世界のつくばで盆
踊り」が開催されました。この盆踊りの
実行委員会には、企画をした NPO スマ
イルステーションとデイズタウンに、セン
ター地区協議会も加わり、つくばの新し
い盆踊り作りのために協力しました。
ジャリっ子広場では、下館クラブによ
る 輪 投 げ や 協 議 会 の キ ャ ッ プ de
ECO、スマイルステーションのジャンボ
シャボン玉、紙飛行機あそびなどいろい
ろな遊びに子供達が集まりました。中で
も、つくばユナイテッドの選手達による
スイカ割では、「もうちょい左！あー、行
き過ぎ！」と、目隠しされてオロオロ歩く
子どもに声援も熱くなり、盛り上がりまし
た。

『世界のつくばで盆おどり』

イベント報告
イベント報告

http://www.tsukucen.net

キャップゴルフ

