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イベント報告『ＳＰＯＲＴＳトライアル』

協議会役員変更のお知らせ

公共空間活用実証実験が開始しました

つくば光の森 2011 案内ＭＡＰ配布中

スポーツの秋にちなみ、市内のスポー
ツ団体と協力して行うスポーツイベント
『SPORTS トライアル』。今秋もつくばスタ
イル縁日 2011 との連携企画として、「スポ
ーツラリー」と「ペデランニングクリニック」
の２本立てで開催しました。

■企業内の人事異動に伴い、役員が変更となりました。
会長／イベント部会会長・・・・・・・・筑波都市整備㈱ 代表取締役社長 髙田 順一
副会長／イベント部会副会長・・・・筑波学園ホテル㈱ 代表取締役社長 馬場 清康

つくば市の公共空間（ペデストリアンデ
ッキなど）を有効に活用し、街に賑わいを
創出するため、センター地区内の公共空
間上を「オープンカフェ」などで活用する
実証実験を、つくば市と協議会が共同で
始めました。この実験は 2011 年 11 月より
約２年間継続して行います。期間中は来
街者アンケート、歩行者・自転車交通量、
自転車動線などの調査を行い、公共空間
上の活用がしやすくなる制度の検討や、
交通安全上の課題等の検証、賑わい創
出効果の検証をしていきます。

駅前賑わい創出事業実
行委員会と協議会で、夏
からセンター地区のイルミ
ネーションに関する合同調
整会議を行い、つくば駅周
辺のイルミネーションを総
称して「つくば光の森」と呼
ぶことになりました。これに
より、昨年より協議会が作
成しているＭＡＰを「つくば
光の森 2011 案内ＭＡＰ」として、11 月 19
日の「つくば光の森」点灯式から配布を
開始しました。このＭＡＰはＴＸ各駅、市
内の公共施設、商業施設、銀行等にて
配布中です。
今年はイベントやクーポンだけでなく、
12 月 17・18 日に開催する「ランタンアー
ト 2011」のコンテストの投票券も付いて
います。
また、「つくば光の森」のシンボルマー
クを 11 月いっぱい公募しましたが、選ば
れたシンボルマークは、ランタンアートの
点灯式でお披露目する予定です。

報告『ストリートサンデー』

＜スポーツラリー＞
つくばカピオで開催された「第８回つくば
産業フェア・農産物フェア 2011」と連携し、
10 月 22 日(土)・23 日（日）に大清水公園
で実施。初日の午前中は雨で開催が危
ぶまれましたが、徐々に天候も回復して、
は２日間で 1,000 人近くの来場者でにぎわ
いました。

今年のスポーツラリーは、大清水公園
内の５つのコーナーでスポーツを体験し、
スタンプを集めて景品と交換するもの。２
日間で７つのスポーツ団体によるスポー
ツ、つくば FC による「スピードガン測定」、
ダンスアソシエーションシーズの「ふりふり
リズム」、CSJ つくばテニスガーデンの「テ
ニスで遊ぼう」、斬桐舞の「ソーラン節体
験」、KOZUKABO による「青空ヨガ体験」、
つくば BC による「ストラックアウト」、幼少
年キャンプ研究会による「めざせキャンプ
マスターへの道」が行われ、どのコーナー
にも行列ができました。それぞれ大人か
ら子どもまで楽しむことができる種目であ
ったため、親子で一緒にラリーをする姿も
見受けられました。

景品の交換は、サイコロを投げて出た
目の合計得点で景品が決まるしくみで行
い、サイコロの出る目を自分で足し算し、
高得点が出るたびに歓声があがりまし
た。景品にはお菓子の他に、各スポーツ
のエース番号入りユニフォームを着てポ
ラロイドカメラで撮影する「なりきりエース
写真撮影」や、バネの入ったクッションの

上を飛ぶ「ぴょんぴょん体験」があり、そ
れを目当てに何度もスタンプラリーに挑
戦する子もいました。

＜ペデランニングクリニック＞
11 月３日（木・祝）には洞峰公園にて「ペ
デランニングクリニック」を行いました。つく
ば市でランニングコーチとして活躍してい
る鈴木美沙都さんを講師に迎え、ランニン
グのための体づくりや、楽しく続ける秘訣
を教えていただきました。
参加者は小学生から大人まで、家族で
の参加者が多く、また、フルマラソンの経
験者からマラソンを初めて走る方まで、さ
まざまな方が参加されました。

７月 17 日より開始した毎月第３日曜日の
「ストリートサンデー」は、11 月までで５回開
催しました。
８月は雨模様の天気で１組のみの実施
となりましたが、その他の月は天候にも恵
まれ、毎回４組～６組のストリートパフォー
マーが演技を披露しています。
場所は、第１回目はクレオ前広場、その
後はライトオン前のペデストリアンデッキを
使っています。ノバホールやカピオ、エポカ
ルでのイベントの行き帰りの人々、商業施
設への買い物客、ペデの通行人等が足を
止め、多い時は 100 人近い人だかりができ
ています。

パフォーマンスの種類はジャグリング、
バンド演奏、太鼓、ダンス、フリースタイル
サッカー、アクションなど様々で、１日ずっと
見ていても飽きない内容です。
パフォーマーのプロフィールは、学生か
事前の参加受付に加えて、当日参加も
受け付けたため、午前の講習の様子をみ
て、家で着替えをしてから午後の部に参
加した方もいました。
洞峰公園のフィールドでランニング講習
を受けて、最後に園内を一周した後、希
望者は松見公園までの約４㎞のペデを往
復走りました。「一人で走るのではなく、誰
かと一緒に走ると楽しく続けられる」という
鈴木講師の話どおり、「普段とは違ったマ
ラソンができて楽しかった」という感想が
多くありました。

ご協力ありがとうございました。
協賛協力：広沢土地倉庫
クーポン協力：クレオスクエア・アイアイモール

ら社会人、プロまで様々で、南米音楽を奏
でるペルー人やブラジル人学校の学生な
ど、国際色も豊かです。皆さん実力派揃
いで、第１回目に出演したつくばの「双龍
（ツインズドラゴン）」は、先日東京都のヘ
ブンアーティストに認定されたそうです。
「ストリートサンデー」への応募者は、当協
議会のホームページなどウェブ媒体や仲
間からの情報で知った人が多く、つくば市
近隣の在住者ばかりではなく、都内から
参加するパフォーマーも増えてきました。
11 月のストリートサンデーでは、「筑波大
学」と「早稲田大学」のジャグリングの腕
の競い合いも見られました。
12 月 17・18 日の「ランタンアート 2011」
では、ランタンの点灯前後に、今までスト
リートサンデーに参加したパフォーマーに
よるパフォーマンスが行われる予定です。

環境整備活動
＜花の切戻しとウォーターガーデンの掃除＞
５月の末に植え替えた「ベゴニア」は、水
やり隊の皆さんの日頃の手入れのおかげ
で、８月下旬にはフラワーBOX からあふれ
るほど大きくなりました。そこで、９月５日に
ベゴニアの花の切戻しを行いました。同時
に、ウォーターガーデンの整備も行い、鉢
にいっぱいになっていた藻などを取り除き
ました。

＜花の植替え＞
10 月 24 日には、冬から春までを彩る
「パンジー」にフラワーボックスを衣替えし
ました。しかし９月の花の切戻し作業の
成果でせっかくきれいに咲いているベゴ
ニアを抜くため、希望する会員が持ち帰
り続きを楽しむことにしました。
ところで、水道の取り口がなくて水やり
隊を悩ませていたセンター広場ですが、
つくば市により広場内に散水栓が設置さ
れ、改善されたことをご報告します。

ご協力ありがとうございました。
関東鉄道、そごう・西武、筑波学園ホテル、雄好会、つくば市、筑波大学、つくば都市交通センター、つくば
都市振興財団、都市再生機構、茨城県赤十字血液センター、つくば観光コンベンション協会、つくばみど
り会、利根コカ・コーラボトリング

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。

先日、「つくば光の森」の点灯とともに、
オークラフロンティアホテルのレストラン
「カメリア」でオープンカフェが始まりまし
た。また、11 月 27 日には「オーガニックフ
ァーマーズヴィレッジ」がペデ上に店を出
しました。この実験については、後日運営
会議にて詳細を報告します。

「ランタンアート 2011」への協力願い
12 月 17 日（土）・18 日（日）開催の「ラン
タンアート 2011」に向けて、ランタンの制
作にご協力いただいていますが、当日開
催に向けて以下の協力をお願いします。
① ワークショップ参加者等のランタンの
ためのペットボトルの収集をお願いし
ます。２Ｌペットボトルの上の部分を
切ってランタンの形にして、12 月 12
日(月)までに事務局にお持ちくださ
い。
② 18 日(日)の 13 時～20 時までのイベン
トボランティアが不足しており、追加
募集しています。協力可能な方は事
務局までご連絡ください。

「ランタンアート 2011」で行う「オ
リジナルランタンコンテスト」の出
展者を募集しています。
最優秀賞は昨年同様センター
地区共通お買物券３万円です。
ランタン 10 個以上を作って、是非
ご参加ください。

災害協力ＷＧ活動を開始します
先日会員の皆様に「災害時の相互協
力検討ワーキンググループ」への参加を
募ったところ、11 社の会員が手を挙げら
れました。
このワーキング活動に先立ち、地域
防災等の専門家による勉強会を 12 月
20 日(火)に行います。東日本大震災時
における各地の取り組み状況やそこで
浮彫になった課題、今後はどういう観点
で地域防災に取り組むべきなのかとい
った内容を予定しており、非常に有用な
勉強会ですので、ワーキンググループメ
ンバーだけでなく、全ての会員の皆様に
も参加いただき、参考にしていただけれ
ばと思います。参加のご連絡は事務局
まで。

今後の予定
■ランタンアート 2011
開催日：12 月 17 日（土）18 日（日）
時 間：16：30～19：30
◎オーガニックファーマーズヴィレッジ
開催日：12 月 25 日(日)
時 間：10:00～18:30
【編集後記】いよいよ 12 月 17・18 日は「ラ
ンタンアート 2011」です。今年もアイデア
を凝らした様々なランタンが並びそうで
す。全体を見るのももちろんきれいです
が、一個一個のランタンをチェックするの
もおもしろいですよ。

