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定期合同部会報告と今年度の事業計画
５月 26 日（木）、つくばサイエンスインフ
ォメーションセンターにて、定期合同部会
を開催しました。南部会長を議長として議
事進行を進め、第１号議案では、平成 22
年度業務部会及びイベント部会の事業報
告、決算報告及び監事による監査報告を
受け、出席会員に了承されました。
続いて第２号議案では平成 23 年度事
業計画及び予算案が提出され了承され
ました。
第３号議案では各部会における運営会
議の設置や、会長・部会長の専決事項を
定めた会則の改正の議案が提出され、了
承されました。
その後、報告事項１号として、イベント
部会の正会員が平成 23 年度より６社に
増え、イベント部会の副部会長を新たに２
人選任したことを報告しました。
続いて報告事項第２号では、一般財団
法人茨城県住宅管理センターと茨城県赤
十字血液センターが業務部会及びイベン
ト部会の賛助会員として新たに加わった
ことを報告しました。
報告事項第３号では会則 25 条により、
各会員より推薦を受けて、事務局員（実
行委員）６名が指名されたことを報告しま
した。

イベントレポート『フラワーアート』＜５月 14 日（土）＞
平成 23 年度の事業計画
＜業務部会＞
花壇の手入れ/花のチャリティ
５月
配布
８月 ムクドリ対策
９月 合同防災訓練
10 月 花壇の手入れ
12 月 落ち葉清掃
１月 ウォーターガーデン手入れ
毎月 キャップでエコ
随時 水やり隊/防犯パトロール
＜イベント部会＞
５月 フラワーアート
８月 七夕飾り/まつりつくば
10 月 ＳＰＯＲＴＳトライアル
つくばウインターイルミネーシ
12 月 ョン
ランタンアート 2011
２月 梅に願いを
毎月 路上パフォーマンス
＜その他＞
・後援・協力イベント（随時）
・業務部会・イベント部会の運営会議を必
要に応じて概ね２か月毎に行う。

イベントレポート『七夕飾り』レポート＜８月６日（土）＞

旧暦の七夕である８月６日（土）に、協
議会会員や市民団体の協力により、約 70
本の竹がセンター地区を飾りました。
茨城県つくば美術館前、センター広場
周辺、クレオスクエア内のＭＯＧ前、カピ
オ～デイズタウン
の４か所に飾られ
ると、道行く市民た
ちが携帯を片手に
写真を撮る 姿が、
多く見受けられまし
た。
「七夕飾り」の制
作は 、事 前に 飾り
物の試作会を行
い、自社商品の宣伝広告をつけたり、グ
ラデーションをつけたりと、各々趣向をこ
らし、短冊の願い事も様々でした。通りで

目立つように、竹の長さも予定より長く約
５メートルにしたので、想像以上に大きく
なり、竹の配布後、急きょ飾り物を増やし
たり、短冊を増やしたりして、頑張ってくだ
さいました。
竹の設置をどうす
るかが問題でした
が、竹をしっかり固
定するには素人で
は難しいと判断し、
協議会会員でもあ
る茨城県造園建設
業協会とつくばみど
り会の皆さんに協力
をお願いし、無事設
置することができました。
制作・協賛・動員ご協力ありがとうございました。
茨城県造園建設業協会、つくばみどり会、イオン
リテール、茨城県つくば美術館、常陽銀行、筑波
学院大学、筑波銀行、つくば都市交通センター、
つくば都市振興財団、筑波都市整備、東日本電
信電話、茨城県住宅管理センター、広沢土地倉
庫、つくば市国際交流協会、つくば市市民活動セ
ンター、筑波学園ホテル、つくば市、雄好会、筑
波大学、都市再生機構、ライトオン、茨城県赤十
字 血 液 セ ン タ ー 、 虹 の 会 、 風 の 会 、 JISTEC 、
JICA、吾妻サッカークラブ、つくば FC

＜花で描こう「フラワーアート」＞
５月 14 日（土）、花苗を使って描いた「フラワ
ーアート」がセンター広場を飾りました。セン
ター広場の 15ｍ四方を、約 4,000 苗の花で埋
め尽くした「フラワーアート」のデザインは、筑
波学院大学の高嶋啓氏と中川麻子氏に依頼
しました。東日本大震災の被害に対する追
悼と復興の願いを込め、幸福や希望の象徴
である『鳥』を図案化し、香りでも楽しめるよ
う、ラベンダーを使ったデザインとなりました。
この日は朝から晴天で暑かったのですが、
来場した子供から大人まで、汗をかきながら
花を並べる作業に参加してくれました。

フラワーアートが完成した後は、「お花の迷
路みたい」と言いながら走り回る子どもたち
や、何の絵が描かれているのかあてる人た
ちなど、多くの来場者で賑わいました。
この「フラワーアート」は５月 15 日～27 日
までセンター広場に展示し、鑑賞していただ
きました。天気の良い日はすぐに土が乾いて
しまい水やりが大変でしたが、水やり隊の皆
様にご協力いただき、花は日に日に成長し、
センター広場を彩りました。

＜フラワーＢＯＸへの植替え＞
「フラワーアート」に使
用した花苗のうち、約
1,000 苗を５月 27 日（金）
28 日（土）にセンター広
場周辺のフラワーボック
スに植替えました。

東松島よりお花が届きました

会員の皆さんの協力により、冬のパンジ
ーから、夏の暑さに耐えられる「ベゴニ
ア」へ衣替えです。10 月の秋の植替えま
でセンター地区を彩ります。水やり隊の
皆様、よろしくお願いします。

＜被災地へ花苗代として寄付＞

「フラワーアート」で集まった義援金の
寄付先である、東松島市の小学校へ花を
届けていただ いた東松島市の「尾形園
芸」さんより、センター地区に赤白の「ベゴ
ニア」が届きました。
東日本大震災の津波による塩害を乗り
越えて育った貴重な花だそうです。ベコニ
アは冬を超えて育てることができる花な
ので、大切に育てていきたいと思います。

「ストリートサンデー」始まりました
毎週第３日曜日を「ストリートサンデー」
とし、つくば駅周辺の歩行空間に賑わい
を作り出そうと、パフォーマーを募集して
開始しました。

ムクドリとの戦い
センター地区の夏を悩ませる
ムクドリの来襲。今年こそは画
期的な策を、とムクドリがねぐ
らとしている木に匂いによって
忌避効果があるといわれる装
置を試験的に取り付けました。
取り付け後、今まで一直線でねぐらとなる
木へ向かってきたムクド
リたちが、一瞬躊躇し他
の木へ止まったため、効
果が期待できたのです
が、結局、つくばの大群
のムクドリには効き目が
なかったのか、「ムクドリ
が来なくなる」という状況
にはなりませんでした。
そのため、今年も８月
上旬より「ディストレスコ
ール」 をつく ば市と 協 議
会会員で行っています。
忌避装置を制作した
会社では、今回の実験で
多くのことがわかり、来年
へ向けて、更に改良する
そうです。
今年のムクドリ来襲の様子は、動画で協
議会 HP に掲載しています。
動員ありがとうございます。
筑波都市整備、つくば青年会議所、ACCS、都市再生
機構、利根コカ・コーラボトリング、ライトオン、茨城県つ
くば美術館、イオンリテール、筑波学園ホテル、つくば
科学万博記念財団

「フラワーアート」に使用した花苗のう
ち約 3,000 苗は、５月 28 日（土）にセンタ
ー広場上のペデストリアンデッキでチャ
リティ配布を行いました。小雨の中の配
布となりましたが、多くの市民の参加に
より、110,961 円が東日本大震災の義援
金として集まりました。
この義援金は、東
日本大震災で被災し
た学校で、「花苗を購
入するための費用」と
して、宮城県東松島
市の３つの小学校へ
寄付しました 。また 、
小学校の皆さんへのメッセージを、コー
ディネートをしていただいた「リヴォルヴ
学校教育研究所」より、各小学校へ届け
ていただきました。
フラワーアートの花苗にご協力いただきました
＜会員企業＞
レクサスつくば、筑波都市整備、つくば都市交通セン
ター、ACCS、茨城県住宅管理協会、筑波学園ガス
＜個人＞ 筑波都市整備の皆様、つくば都市交通セ
ンターの皆様、利根コカ・コーラボトリングの皆様

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。

７月 21 日は初回でしたが、参加してく
れたパフォーマーは何と４組！11 時より
16 時半頃までクレオ前広場ではアクショ
ン・ブラスバンド・ジャグリング・ポップスデ
ュオのパフォーマンスが披露されました。
この日は猛暑の為、人通りが少なめで
したが、クレオスクエアへ来た多くの買い
物客が足を止めてパフォーマンスに見入
っていました。
今後毎月開催しますので、随時、パフ
ォーマーを募集しています。詳しくは協議
会 HP をご覧ください。
広告ありがとうございます。
筑波学院大学、つくば市商工会、
つくば都市交通センター、
筑波都市整備（クレオスクエア）

ご協力お願いします。
12/17（土）・18（日）開催の
『ランタンアート 2011』に
向けて、２Ｌペットボトルを
自社で保管ねがいます！

お問合せ⇒info@tsukucen.net

切り口が円形
や正四角形に
なるも のは 使
えません！

今後の予定
■ストリートサンデー
開催日：９月 18 日（日）/10 月 16 日（日）
■キャップ de ECO
開催日：９月 18 日（日）/10 月 16 日（日）
時 間：11：00～15：00
■ＳＰＯＲＴＳトライアル
開催日：10 月 22 日（土）23 日（日）
会 場：大清水公園他
◎つくば産業フェア/つくば農産物フェア
（主催：つくば産業フェア実行委員会）
開催日：10 月 22 日（土）23 日（日）
会 場：つくばカピオ・大清水公園
■ペデランニングクリニック
開催日：11 月３日（木・祝）
会 場：（講習）洞峰公園
（ランニング）洞峰公園～松見公
園までのペデストリアンデッキ
【編集後記】「フラワーアート」
「七夕飾り」
「ストリートサンデー」と新しいイベントを
行いましたが、いかがだったでしょうか？
秋以降は「ランタンアート 2011」一色にな
ります！次回は 11 月中旬の発行予定です。

