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セ ト ラ 通 信

▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+

明けましておめでとうございます！
皆様のお正月はいかがでしたか？ 私は春から縁起がよいです！まず、元旦初詣のおみくじで「大吉」
、２日はフィ
ギュア店でのくじ引きで「大当たり」
、３日は福屋の福袋セールのガラポンで中吉賞（２等）で「コシヒカリ５㎏」を
ゲット！これは果たして今年は良いこと尽くしなのか？ それとも運を使い果たしたのか？
さて、年末には想定外の事態が発生しまして、一部の方にはご心配をお掛けいたしております。またこれに対応す
るためにセトラでも、１４日に「緊急打合会」を開く予定です。セトラメンバーの方は是非お集まり下さい。１月中
には結果が出ると思います。
それでは、皆様のご健康とご多幸をお祈りしつつ、今年もセトラひろしまをよろしくお願い申し上げます。
（NPO 法人セトラひろしま理事長：若狭利康）
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┗■ 【１】グリーンプロジェクト NOW
└────────────────────────────────────────────────────
０５年秋は、アリスガーデン、並木通り、市民交流プラザ前、そして平和大通りのサークル花壇などにパンジー(別名；
サンシキスミレ、小ぶりのはビオラという)の苗をたくさん植えつけました。
ポピラーな花ですが、冬の寒さに強く、５月連休のころまで長く咲き続け、私たちを楽しませてくれます。
花イッパイのコツは、追肥もさることながら、日ごろのこまめな花柄摘みにあるようです。結実しないように早めに咲き
終わった花を摘み取るのです。
特に寒さ厳しい今冬を耐えて、春には平年以上にパンジーの花が満開に咲き誇るかもしれません。
(報告；橋本真知子)

━━* 活動報告*━━━
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、ヒイラギを使ってハンギングバスケット２３個を１０名のメンバーで作
り上げました。
市民交流プラザ前のマテバシイ２本の周りにぐるりとセットし、空間の花飾りとして街の景観に一役です。
通りがかりの折はぜひ観賞ください。
２．１２月１５日(木)：ハートフルオアシス協働作業定期活動
アリスガーデンではパンジーとアリッサム、チューリップの球根１００球を植え付けました。
並木通りでは花壇のパンジーのメンテナンス作業を丁寧に実施しました。
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約７５名参加

━━* 活動予定*━━━
１．１月１１日(水)；ソーシャルガーデナー倶楽部定期活動
１０；００〜１２；００予定
市民交流プラザ１Ｆロビー内にて作業予定
大型コンテナ４基の花の植え込み、パンジーのメンテナンスなど
２．１月１９日(木)；ハートフルオアシス協働作業定期活動
集合９；５０ アリスガーデン〜１１；３０
作業予定；アリスガーデン、並木通りの花の手入れと一部植え込み手直しなど
防寒対策必要
３．舟入公民館 ガーデン教室に協力
１月２１日(土)２２日(日)２９日(日)の３回シリーズで舟入公民館主催で地域住民対象の
ガーデン教室が開催されます。セトラが講師を担当します。
ソーシャルガーデナー倶楽部で関心ある方のご協力をお待ちいたします。
（詳しくはセトラまで）
・・・・・♬♪ ♪ ♪通りがかりの花柄摘みのお願い♪ ♪♪・・・・・・
冬至も過ぎて陽が伸びてくると、寒さに負けずパンジーが次々と咲いてきます。
ショッピングなどで街の中心に出向いた折、アリスガーデン、市民交流プラザ前、平和大通りサークル花壇など通り
がかりの花柄摘みを、無理のない範囲でオネガイイタシマス。
ソーシャルガーデナー倶楽部の皆さまご協力でいつも花盛りの花壇を市民のみなさまに提供！！
━━* 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。
）
┏┓
┗■ 【２】アリスガーデンパフォーマンス広場 AH! NOW
└────────────────────────────────────────────────────
━━* ＡＨ！１２月の報告
*━━
◆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）15:00〜20：03 ◎曇りのち晴れ・極寒 ◎観客動員：７０００人 ◎出演者：３４人
●企画・制作：AH！STATION
●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、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.3
① あかみどり ②ひなとかめ ③赤丸 ④Kunimoto Bunpei ⑤真亀一丁目
＊ ケータイ人気投票の実施
◎ 予選通過者：真亀一丁目（アコースティックデュオ）
、
Kunimoto Bunpei（コンテンポラリー・ダンス）
⇒17:30〜18:00
：▼広島ドリミネーション・フォトコンテスト表彰式
⇒18:00〜18:30
：▼ＡＨ！Ｘｍａｓスペシャルライブ
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・コーラス）
⇒18:40〜19:10
：
「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 （弾き語り）
⇒19：30〜20：30
▼Ｘｍａｓスーパーライブ DUO 《藤井政美（sax）
、なかにし隆（key）
》
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●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
＊今月のイメージビジュアル提供：ＫＡＭＥ
⇒24 日なんとクリスマスイブの日に開催。例年になく寒い 12 月、開催日前日にも雪が降り、お客さんが来てくれるのだろう
かと危ぶまれました。防寒用に 6 台のストーブをレンタルして対策。設えは、予算不足によって簡易ＰＡと照明の貧乏バー
ジョン。それでもステージは、アリスモニュメントをヘンゼルとグレーテルの「お菓子の家」とイメージし、布と絵画で飾
りつけました。カフェチームは、温かい甘酒、お酒、クラムチャウダーも用意しました。終わってみると、この気象条件に
しては来場者もそこそこ多かったように感じました。
⇒ＡＨ！コンⅡは、裏方として今回も高校生、大学生イベントサポートチーム「キャバラロック」や「コンストラクション・
ロック」が参加し、若者チームが頑張りました。出場者は 5 組、音楽でのエントリーは全員高校生。イラストやコンテンポ
ラリー・ダンスといった異色のエントリーもありました。ケータイ人気投票も実施し聴衆も審査に参加しました。
⇒Ｘｍａｓスペシャルライブでは、 マイクラス・レガーロ 、総勢 23 名の子供達たちによる歌声と笑顔！のプレゼント。ひ
と時の幸せの瞬間の演出に、通行人も立ち止まりました。続いてストリートの羽深友則、ko‑ko‑ro、が出場、
「僕の作ったオ
リジナルクリスマスソング」を歌いました。それぞれ思いのこもった「クリスマス・ストーリー」に聴衆もしんみり。
⇒スーパーライブ‥今回はベテラン、サックスの藤井政美、キーボードのなかにし隆のデュオが出演。プロフェッショナル
な構成と技量で聴衆を魅了し、ステージ前の観客席が満杯となりました。
⇒今回、事前の告知として、ＮＨＫテレビ、ＲＣＣラジオカー、ＦＭななみ（佐伯区エリア）
、中国新聞、読売新聞に取り上
げられました。この効果もあったのか、通りすがり客ではなく、それぞれのライブを目当てに来たお客さんが目立ちました。
ＡＨ！もかなり定着してきたものです。
（報告：石丸良道）

━━* ２００６年１月のＡＨ! *━━
◆AH! PRESENTS
ひろしまレ・ビュー HIROSHIMA Re‑view
◎2006 年１月 2１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.４
広島最強エンターテナーの栄冠は誰の手に？
18：00〜 ▼ひろしまエンタメ広場
Green Supply
＊アコ−スティック Soft Jazz ‥「みどりの地球を大切に、音楽で栄養補給♪」
19：00〜 ▼スーパーライブ
春秋楽団
《あの春秋楽団いよいよアリスに登場！熟し切った本物の『歌』を！》
「広島を拠点に 20 数年活動を続けているユニット。アコースティックサウンドを基本に、アメリカの 70 年代のロックの影
響をにおわせるオリジナルなサウンド。本物の『歌』を追い続けています。熟し切った歌と演奏を是非お聴き下さい。
」
●ブース展開（14：00〜20：00） AH!CAFE 、AH！コンブース

┏┓
┗■ 【３】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────────
◎１２月に行った活動
● 袋町公園美化・定期活動➡➡１２月の活動は計３回、６月中旬に開始して以来、合計２５回行いました。
２２日が年内の最終活動予定日でしたが、前夜来の積雪のため中止としました。活動開始してから、ずっと好天に恵ま
れて、悪天候による中止は今回が初めてです。とても残念でした。今年もがんばります。
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。

◎１月の活動スケジュール‥興味のある方の参加、大歓迎です。
● 袋町公園美化活動（公園の清掃と除草、花壇の手入れなど）
★日時＆場所：毎週木曜日 １０：〜１１：００ （１２日、１９日、２６日）
＊１９日はアリスガーデン９時５０分集合、 活動時間１０時〜１１時３０分
アリスガーデン、並木通りの美化活動も行います。
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┏┓
┗■ 【４】OTHER IMFORMATION
└─────────────────────────────────────────────────────
◆文化庁委嘱事業伝統文化こども教室「キッズいけばなスクール」
☆市民交流プラザ研修室にて開講中！（18 回シリーズ）
原則第１＆第３土曜日 10：00〜12：00 ⇒受講料：１回あたり約 940 円（実費のみ） ⇒対象：小学生
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆「広島ニハマルマップ」好評発売中！ 100 円ですが、まだまだ在庫あり。販促用見本どんどん無料提供！！！
━━* 会員のみなさまへ！*━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆現在の会員数： 正会員 ３１人 協力会員 ４５人
☆会員の仲間を募っています。
★正会員 1 口：5,000 円 ☆協力会員 1 口： 1,000 円
≫現在キャンペーン中！入会金なんと免除！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「セトラ通信」編集部
〒730‑0037 広島市中区中町 1‑27 久保広ハイツ 7F
e‐mail： npo@cetra.jp
Copyright(C)2005 NPO CETRA HIROSHIMA All rights reserved.
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◆ＮＰＯ法人セトラひろしまのウェブサイト
http://www.cetra.jp/npo/
◆広島市中央部商店街振興組合連合会のサイト
http://www.cetra.jp/
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Save the earth
http://pr.mail.yahoo.co.jp/ondanka/
━◇ＮＰＯ法人セトラひろしま◇━
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