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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+

いやー、突然冬がやってきましたねぇ

さて、先日の理事会にて新に副理事長と

です。また２年間よろしくお願いします

 先日、団塊の世代の定年退職後の生き

ース展示と説明を行いましたが、来場者

した企画と争奪戦が目白押しとなるでし

 また「まち懇」をきっかけとして現在

な意見とパワーを持っています。このパ

うな気がしています。 

 さて、セトラの行事も一段落して、今

に気をつけながらもう一踏ん張り、頑張
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┗■ 【１】えべっさん報告 

 └────────────────

警察との交渉で紆余曲折がありましたが

人出は警察発表では昨年より４千人アッ

５千人アップの８万５千人（昨年は８万

～イベント内容～ 

 ●中央通 

  １９日(土) ・夜 神 楽  －山

        ・インターネットライ

 ●アリスガーデン 

  １９日(土) ・第２回ひろしま演歌

        ・アリスガーデンパフ

  ２０日(日) ・第２回ひろしま演歌

  ※主催：えべっさん実行委員会  

┏┓ 

┗■ 【２】グリーンプロジェクトNO

 └────────────────

アリスガーデンの奥、赤いスクエアオブ

皆さん、気が付かれましたか？別名ブル

花を咲かせます。来年もいっそう成長し

ることでしょう。  （報告：橋本真知

 

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 

！ 寒い、寒い！ 

して高義和さん（本通マルタカ）が選任されました！ そして私と石丸さんは留任

！ 

方を提案する「NPO フォーラム」が市民交流プラザで開催されました。セトラもブ

の皆さんも熱心に見聞されていました。これからこの「シニア団塊世代」を対象と

ょうね。セトラでもこの世代を取り込みたいものです。 

、何名かの大学生達もセトラに出入りしてくれるようになりました。とても前向き

ワーと熟練の技を結びつけることが出来れば、都心活性化にも大きく貢献できるよ

年残すは１２月２４日の「AH!クリスマスバージョン」のみとなりました。皆さん体

りましょう！（NPO法人セトラひろしま理事長：若狭利康） 

……………………………………………………………………………………………… 

場AH! NOW   

──────────────────────────────────── 
、今年も何とか昨年並みに実施することが出来ました。皆さんお疲れ様でした。

プの５万５千人（３日間）ですが、この数字は少なすぎます。中振連の発表では

人）になると思います。 

王神楽団（北広島町） ・仮装パレード －大学生グループ 

ブ中継  －Ｐまち  ・えべっさんおそうじ隊￥ 

まつり第１部（参加者２７組） 

ォーマンス広場事業 AH!  "Ｈａｐｐｙえびす" 

まつり第２部（参加者３０組） 

企画・実施：レボ・リューション    （報告：若狭利康） 

W 

──────────────────────────────────── 

ジェの中に、今年も白い大きな花「エンゼルトランペット」がたわわに咲きました。

グマンシア、またはダツラとも言われます。熱帯の原産で夏に枝葉を伸ばし一気に

、あふれるほど花が咲き誇り、ＡＨイベントのバックインテリアを作り上げてくれ

子） 

セ ト ラ 通 信
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━━* 活動報告 *━━━ 

１． １１月９日(水)：●ソーシャルガーデナー倶楽部定期活動  

袋町小学校１年生３１名とビオラの植え付け 

交流プラザの職員と倶楽部メンバー、約２０名との協働作業。プラザ前が春のコンテナに変身しました。 

１２：００～「花カレンダーのつどい」を開催 

公共花壇に植え込みたい植物の勉強。またそれぞれの植物談義に花が咲きました。 

今後も自由参加です。皆様の熱意をお待ちいたします。 

２．１１月１７日(木)：●ハートフルオアシス協働作業定期活動 

アリスガーデン、並木通りにて、パンジーの追加植え込みと手入れ。 

＊作業所、企業ボランティア、セトラから合計約７０名参加 

 

３． １１月２４日(木)：●第３期ソーシャルガーデナースクール 最終回講座 

２６名の参加者で、第３期ソーシャルガーデナースクールが終了。毎回熱心に、講義と実習に励みました。 

この知識を地域の花作りや花壇作りに生かし、ソーシャルガーデナーとしての活躍を期待します。 

 

４．１１月３０日（水）：●平和大通りサークル花壇 花の植え替え  

５月に植え込んだベゴニアを黄色と青のパンジーに植え替えました。（１５０ポット） ＊６名参加 

＊都市計画局のグリーンパートナー制度の活動です。        

 

━━* 活動予定 *━━━ 

１．１２月１４日(水)：ソーシャルガーデナー倶楽部定期活動 

   ガーデンシクラメンとパンジー、コニファーを使ってハンギングバスケット２３個作成予定。 

   マテバシイ２本の周りにぐるりとインテリアします。 

   ＊１０：００～１２：００予定。少雨実施、要防寒対策。 

２．１２月１５日(木)：ハートフルオアシス協働作業定期活動 

アリスガーデンに花の追加植え込み作業と並木通り花のメンテナンス 

＊集合９：５０～終了予定１１：３０ 

 

━━* ソーシャルガーデナー倶楽部会員募集！！ *━━ 
“いっしょに、グリーンと花の街づくり！家庭園芸から社会園芸へ！” 

◎会費：年１０００円（会費納入で当年度会員となり諸連絡が届きます。） 

 

 

┏┓ 

┗■ 【３】アリスガーデンパフォーマンス広場AH! NOW 

 └──────────────────────────────────────────────────── 

━━* ＡＨ！１１月の報告  *━━ 

◆１１月のAH! “HAPPY!えびす” ＊ひろしま八区覧会エントリーイベント 

⇒11月19日（土）15:00～21：00 ◎晴天 ◎観客動員：１２０００人 ◎出演者：２５人 

●協賛：㈱広島ホームテレビ、ロマンドーロール、ステージユニオン、アイタック、岸工業株式会社、 

ひろしまデジタルプランニング協同組合  

●ステージ：   

⇒15：00～17：00 ：▼ＡＨ！コンⅡ（アリスパフォーマンス・コンテスト）第1次予選No.2  

○出場者：４組、スクール・ビズ、Salad Λ（サラダ・ラムダ）、Ryo（リョウ）、華ぼお 

○予選通過者：２組、Ryo（リョウ）、華ぼお ＊ケータイ人気投票実施 

⇒18：00～ ▼エンタメ広場：「ナカハラ・ヒサロオ＆ジェットパイロット(ロックンロール)」  

⇒19：10～21：00 ▼スーパーライブ・“えべっさん記念特別広場興行”「アリスゑびす座 」 

▲出演：◎ジャパネスク・フュージョンバンド「和楽陽炎」WARAKU KAGEROU 

    （箏：榊 記彌栄、篠笛：梶川純司、津軽三味線：川本高虎、パーカッション：水木ツネオと仲間たち） 

◎お琴アンサンブル「榊記彌栄 with ＲＩＮ」◎「大須賀ロケットピストルズ（ロック＆パフォーマンス）」 

●ブース：“AH!CAFE”、AH！コンブース、ひろしま八区覧会ブース、広島ホームテレビ協賛ブース 

＊イメージビジュアル提供：SORA-CS    
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⇒胡子大祭中日、開始前「ひろしま演歌まつり」が行われ、そのままAH!に移る。夜には中央通りで「えべっさん」が行われ、

来場者も多かったです。設えは、ステージテントと小舞台付の豪華バージョン。アリスガーデンがまさに祭りの「基地」と

いった感じでした。 

⇒ＡＨ！コンⅡは、今回から若者チームのスタッフが刷新され、新チームによる始めての運営。女子大生を中心としたイベ

ントサポートチーム「キャバラロック」も参加し、まだ慣れないところもありますが精一杯の健闘。予選通過者 2 組とも相

当レベルが高い。また今回からIT事業者の協力でケータイ人気投票が加わりました。 

⇒エンタメ広場はナカハラ・ヒサロオ＆ジェットパイロット‥オヤジバンド（失礼か？）のノリでガンガンに決めました。 

⇒スーパーライブ‥今回は「えべっさん」特別仕立て。「座」興行として一体的に演出・構成されました。「大須賀ロケット

ピストルズ」の異彩と琴アンサンブルがコントラストをなし、トリを勤めた「和楽陽炎」の公演は、「静」・「動」、メリハリ

をつけたものでした。またエンタメ広場、スーパーライブのMC は、今回から MC 教室の生徒さんたちが交代で勤めることに

なりました。祭りに酔いしれる一日でした。（報告：石丸良道） 

 

━━* １２月のＡＨ! *━━ 

◆AH! PRESENTS クリスマススペシャルバージョン “Ｘｍａｓ! 星の贈りもの” 

＊ひろしま八区覧会エントリーイベント 

◎12月24日（土） 15:00～20：30 ◎中区アリスガーデン   

◎ステージ展開   

15：00～ ▼ＡＨ！コンⅡ（アリスパフォーマンス・コンテスト）第1次予選No.3 

広島最強エンターテナーの栄冠は誰の手に？ 

17：30～ ▼ひろしまドリミネーション・フォトコンテスト表彰式 

18：00～ ▼ＡＨ！Ｘｍａｓスペシャルイベント 

○「子供たちによるクリスマスソングの贈りもの（レガーロ）！」： 

 “マイクラス・レガーロ～キッズボーカル”  

○「僕の作ったオリジナルクリスマスソング」：ko-ko-ro、羽深友則 

19：30～ ▼Ｘｍａｓスーパーライブ “DUO《藤井政美（Sax）、なかにし隆（Key）》” 

「広島を代表するピアニスト‥いよいよアリスに登場！ジャジーなクリスマスをお楽しみください！」 

◎ブース展開（14：00～20：30）“AH!CAFE”、AH！コンブース、ひろしま八区覧会ブース、広島ホームテレビ協賛ブース 

＊12月の一押しアーティスト（イメージ・ビジュアル提供）：ＫＡＭＥ 

 

┏┓ 

┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW   
 └─────────────────────────────────────────────────── 

━━* １１月に行った活動 *━━ 

● 袋町公園美化・定期活動➡➡１１月の活動は、１０日、１７日、２４日の３回行いました。 

  １０日は活動開始して２０回目になり、公園清掃後、北側の花壇にパンジーの植え込みをしました。今回はガーデナー

倶楽部から３名の方にもご参加いただき、福祉作業所のみなさんや企業ボランティアのみなさんと一緒に楽しく行いま

した。清掃活動も楽しくやっていますが、花の植え込みでは更に楽しげな、みなさんの笑顔が印象に残りました。今後

は清掃活動の後に花の手入れも行い、公園を花とみどり豊かな快適空間にしていきます。 

  なお、パンジーの苗は“ひまわり作業所”で丹精して育てたものです。費用は協賛企業３社に負担していただきました。 

毎週木曜日１０時から１時間行っています。自由参加です。みなさんの参加をお待ちしています。 

“みんなの力で 街のオアシス・袋町公園をきれいにしましょう。” 

 

●えべっさん２００５・おそうじ隊活動➡➡１９日（土）広島の秋のお祭り“えべっさん”のゴミ分別収集指導を中央 

通りとアリスガーデンに、計２箇所のゴミステーションを設置して行いました。また、２１時３０分からは歩行者天国

として利用した中央通り車道の一斉清掃を、えべっさんスタッフを加えた約３０名で行いました。 

   おそうじ隊メンバーはセトラの会員を中核に、金座街商店街の方や一般市民、本通り商店街のショッピングモールシ

スターズ（略称ＳＭＳ）の女子学生など１０名で、夜の１１時まで長時間がんばっていただきました。お疲れさま。 

 

● 橋本町公園の美化活動➡➡２０日（日）橋本町中町内会の皆さんと一緒に、公園の清掃と除草、花壇の手入れを行いま

した。尚、毎月１回の定例活動は来年２月までお休みになります。   （報告：本山 剛） 
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━━* １２月

  

● 袋町公園美

   ★日時＆

＊１５日

アリス

 

 

┏┓ 

┗■ 【５】O

└──────

◆文化庁委嘱事

☆市民交流プラ

原則第１＆第３

「早いもので、

クリスマスアレ

感性を養ってい

いします。」 

 

◆「広島ニハマ

 

━━* 会員の

☆現在の会員数

☆会員の仲間を

★正会員1口：

━━━━━━━

 

「セトラ通信」

 〒730-0037 

 Copyright(C
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◆ＮＰＯ法人セ

 http://www.

◆広島市中央部

 http://www.
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袋町公園美化活動（パンジー植え込み） 

の活動スケジュール‥興味のある方の参加、大歓迎です。 *━━

化活動（公園の清掃と除草、花壇の手入れなど） 

場所：毎週木曜日 １０：～１１：００ （１日、８日、１５日

はアリスガーデン９時５０分集合、１０時～１１時までの活動で

ガーデン、並木通りの美化活動も行います。 

THER IMFORMATION 

─────────────────────────────

業伝統文化こども教室「キッズいけばなスクール」 

ザ研修室にて開講中！（18回シリーズ） 

土曜日 10：00～12：00 ⇒受講料：１回あたり約940円（実費

７月にスタートしましたスクールも前期のカリキュラムが終わり

ンジ、お正月花、来年３月には、展示会を予定しています。１４

ます。来年、３月２６日の交流プラザ、ギャラリーの展示会、後

 （報告：たけざわ 和） 

ルマップ」好評発売中！ 100円ですが、まだまだ在庫あり。販促

みなさまへ！*━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

： 正会員 ３１人 協力会員 ４５人 

募っています。 

5,000円 ☆協力会員1口： 1,000円  ≫現在キャンペーン中

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

編集部 

広島市中区中町1-27 久保広ハイツ7F  e‐mail： npo@cetra.

)2005 NPO CETRA HIROSHIMA All rights reserved. 
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h 
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えべっさん・おそうじ隊活動 

 

、２２日） 

す。 

───────────────── 

のみ） ⇒対象：小学生 

、１２月から後期になります。後期は、

名の子供たちが、毎回、楽しみながら、

日、お知らせしますので、 よろしくお願

用見本どんどん無料提供！！！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

！入会金なんと免除！ 
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