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★セトラの新しいマークをご披露します！これ

▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

暖かい日が続いたと思ったら突然が雪が降った

さて、先日新聞にも出ましたように、アリスガ

ました。そこで、ただいま広島市も交えながら

すべてを投げ出す覚悟を決めていましたが、セ

期も続けることとなりましたが、その間にも改

ムの花の植え替え作業ですが、これはなんとか

どちらにしても、今回の指定管理者制度は、非

る所存です。皆様、応援よろしくお願いします

経産局主導の「まちづくり懇談会（通称：まち

ります。「何か一つでも実現できることを！」と

別の組織からも「夜の賑わいづくりに協力して

す。今後ともよろしくお願いします！ （若狭
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┗■ 【１】グリーンプロジェクトNOW 

 └───────────────────

新春早々、中区舟入公民館にて地域住民対象の

ラ関係からは４名参加でした）。植え付け実習地

た。寒さに負けず、草取りをし、土を耕し、パ

ボンかだん」とネーミングして、かわいらしい

チーム」を作り、花がら摘みのメンテナンスや

けを増やしていくことになりました。少し殺風

実に住民の皆さまをサポートしつついっそう応

 

■ 活動報告 

１．１月１１日（水）１０：００～１２：０

まちづくり市民交流プラザ前の公共花壇  

大型空中コンテナ４基＋予備２基にパンジー

マスで単色植えとし通りのアクセントにしま

コンテナの花たちといっしょに今ジッワーと

厳寒の日にもめげず１３名のメンバーの参加

２．１月１９日(木)１０；００～１１；３０

ハートフルオアシス協働作業（アリスガーデ

花のメンテナンスと美化活動 

 市内作業所の皆さん約60名、企業ボランテア

４チームに分かれての協働作業でした。（セト

 今回初参加の造園プロのサポートにより、ア

ゴールドクレストとパンジー、プリムラジュ

冷たい風もアマリ気にならぬほど、皆さんイ

＊ミニお知らせ；この19日の活動が読売新聞

 

 
セ ト ラ 通 信

からよろしくお願いします！ 
*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 

り本当に不順ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか？ 

ーデンの指定管理者選考で中振連が落選し、呉市のビルメンテ業者に決まり

、今後の管理業務について相手先と交渉中です。一時は私も怒りのあまり、

トラ内での話し合いで、AH!については、折角盛り上がっていることもあり来

善策を話し合うことに決まりました。 また、一番懸念されたグリーンチー

費用が出そうな雰囲気です。確定しましたらお知らせします。 

常に問題があることに間違いありません。今後改善を求めるように働きかけ

！！ 

懇）」も中間発表が終わりまして、これから来期に向けての最後の仕上げに入

意欲が満ちており、セトラとしても力添えできればと思っております。また、

もらえないか」との打診も入ってきており、これからもセトラは忙しそうで

利康） 

……………………………………………………………………………………… 

 NOW   

！ 

───────────────────────────────── 

３回シリーズ園芸教室が、のべ５０名ほどの参加者で開催されました（セト

として、地元の市立舟入病院の正面、ケヤキの下のサークル花壇を選びまし

ンジーを約２００ポット植え付け、小児科子供向けにも分かりやすくと「リ

手作り看板も立てかけました。さっそく地元有志の婦人たちが「リボン花壇

水やりを担当します。うれしいことに、病院建物周囲のミニ花壇にも植え付

景だった病院周囲が、明るく変身します。ＮＰＯとして今後も公共花壇の充

援をしていきたく思いました。(報告：橋本真知子) 

０ ソーシャルガーデナー倶楽部定期活動 

を植え付けました。黄色系と青系の２色で、 

した。春よ早く来い！！と、ビオラの22基の 

力を溜め込んでいます。 

者でにぎやかな植え付け作業でした。 

 

ン、並木通り、袋町公園）  

６社12名の方など述べ75名参加で 

ラから４名参加） 

リスガーデンの樽型コンテナ５基に 

リアンを皆で力を合わせて植えつけました。 

ッショウケンメイの作業でした。 

２月15日付け「ひろしま県民情報」で紹介されます。 

1

プラザ前の活動風景 

り 
プラザ前の公共空間ハンギングバスケットの空間飾



３．１月２１日(土)・２２日(日)・２９日(日) 

 舟入公民館主催 地域住民対象園芸教室開催・・名称「ふないリッシュ・風景づくり」 

＊１回目：１８名参加・・舟入公民館研修室で学習会 

＊２回目：１５名参加・・舟入病院でパンジーの植え付け実習作業 

＊３回目：１５名参加・・船入病院隣接の舟入公園（通称・白鳩公園）の土手にて 

オープンカフェとメンテナンス学習 

 

 舟入病院正面 パンジー花壇 ０６.１月２９日の様子 
 

■ 活動予定 

１．ソーシャルガーデナー倶楽部 ２月の定期活動 

２月８日(水) １０：００～１２：００ まちづくり市民交流プラザ前にて作業 

●作業内容：プラザ前に設置の35基のコニファー２本とヘデラが植え込まれている白コンテナは、プラザ開館以来、

この通りに緑の潤いをもたらし重要な景観を作っていますが、市街中心地のきつい環境下の夏場を数回経て、さすが現

在弱り気味です。少し重作業となりますが本格的春に向かってこのコンテナの土を皆空けて、新たに調整した培養土で

コニファーとヘデラを植え直す作業をします。今回10～15基を予定します。（12月に試作して１基を作っています） 

●準備：作業の出来る服装、防寒対策（外での作業になります・・通りと一部駐車場） 

「大型コンテナの樹木植え替え」となりますので植え替え技術に興味、ご関心のある多くの方のご参加をお待ちいたし

ます。プラザと協働作業です。少雨実施、アマリの厳寒、雪の場合は３月に延期します。 

 

２． ＮＰＯハートフルオアシスと協働作業 

  ２月１６日(木) 集合９：５０ アリスガーデン～１１：３０ 

●アリスガーデン、並木通り、袋町公園の花のメンテナンスと美化活動。作業所のみなさんとの協働作業です。 

参加をお待ちいたします。 

  ●準備：手持ちのスコップ、手袋、はさみなど、防寒対策 

       

━━* 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：１０００円（年） 

 

 

┏┓ 

┗■ 【２】アリスガーデンパフォーマンス広場AH! NOW 

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

■ＡＨ！１月の報告  

◆ＡH! PRESENTS “ひろしまレ・ビュー” 

１月21日（土）15:00～20：00 ◎晴れ ◎観客動員：４５００人 ◎出演者：１１人 

●協賛：ロマンドーロール、ステージユニオン広島、アイタック、ひろしまデジタルプランニング協同組合  

 

⇒やはり冬のイベントは寒い。ちょうど大学生は試験シーズン、裏方スタッフの集まりも悪い。それでも少数精鋭でイベン

ト実施‥もう慣れたもの。 

⇒ＡＨ！コンⅡは、出場者は２組と少ない。予選通過者はアカペラグループ「Sponge Cake」。メンバーは、広島にあちこち

あるアカペラグループから集まったドリームチーム？。さわやかなハーモニーは聴く価値大いにあり。今回からケータイ人

気投票に参加した聴衆にも抽選でプレゼントがついた。（AH カフェ 500 円飲み食い券）⇒続いて横浜から、シンガーソング

ライター、佐藤潤さんのワンマンショー。彼は仕事で毎月松山に行っているのだが、これを機会に行き帰り広島に立ちよろ

うということだ。またしても AH!に常連ゲスト誕生か？ ちなみに、広島と松山には海がある。それを結ぶのが船。広島⇔

松山のミュージシャンの交流が盛んになり、船上ライブが聴けるという日が来るのもそう遠くはない。（プロジェクトがスタ

ート！？）⇒ひろしまエンタメ広場は、ソフトジャズの「Green Supply」。シャープでお洒落なサウンドだ。ご存知だろう

か？このクループ、昨年9月基町クレドホールで実施したAH！の兄弟イベント‥「インディケット」で、CD500 枚プレス賞

を勝ち取ったのだ。さて、このあたりから観客も増えだす。⇒スーパーライブは“春秋楽団”。今回もベテラン。さすがサウ

ンドに人を惹きつける力がある。聴衆も立ち止まる。 

⇒しかし冬の夜のライブイベント‥ライブを長時間座って聴くということは辛い。これから、AH!も、夏は夜遅くまで、冬は

昼間早めに始めて夕方には終わるとか、シーズンタイムを考えた方が良さそうだ。（報告：石丸良道） 
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●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.4  

広島最強エンターテナーとしての栄冠は誰の手に？①ADULT’S MANIA ②SpongeCake 

ケータイ人気投票実施（協賛：ひろしまデジタルプランニング協同組合）・予選通過者：Sponge Cake  

17:00～17:30 ▼佐藤潤 「弾き語りオンステージ（横浜から友情出演）」 

18:00～18:30 ▼ひろしまエンタメ広場 “Green Supply” 

19:00～20:00  ▼スーパーライブ “春秋楽団” 

●ブース： “AH!CAFE”、AH！コンブース  ＊イメージビジュアル提供：SORA-CS 

■２月のＡＨ!  

 ◆AH! PRESENTS  “Alice Love” 

◎２月18日（土） 15:00～19：30 ◎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.５ 

 広島最強エンターテナーの栄冠は誰の手に？ 

17：00～ ▼ひろしまエンタメ広場   

① 歌とダンス女性四人ユニット「リスキー」  

17：45～  ②「森 恵 （もりめぐみ）」 ストリートの歌姫‥福山よりAH!に登場！（メジャーデビューも近い？） 

18：30～ ▼スーパーライブ アカペラグループ「宝船」 

女声6人‥アカペラがもたらす数々の宝を積み込んだ「宝船」‥ただ今全国的に人気沸騰中！いよいよ広島アリスに寄港！ 

●ブース展開（14：00～20：00）“AH!CAFE”、AH！コンブース 

《AH!雑感》アリスガーデンを取り巻く状況も変わっていく中、２年間続けたAH!も、ここで仕切り直しが必要ですね。現在、

来年度のスケッチ中です。組織面では、懸案の資金調達を強化する方策として「資金調達プロジェクト」が、広報強化のた

め、「広報プロジェクト」が新たに計画されています。また、ナイトフリーマーケットとか、特色のあるブース展開の強化。

ステージの方では、キャバラロック等の若者チームが企画・運営するパートを大幅に増やすなどです。AH!は広島中心部の魅

力ある新しい「エリアブランドイメージ」づくりを担いアピールしていくシンポルとなるイベントです。多くの方々に支え

られるAH!です。みなさんの提案をお待ちします。（プロデューサー：榊記彌栄） 

┏┓ 

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

《ニューヨーク滞在記》  
1月に１０日間程、ニューヨーク市東北部のハリソン町で過ごしました。厳しい寒さを予想して行ったのですが、今年は

例年になく暖かいそうで滞在中、雪も降らず広島に住んでいるのと変わらない感じで楽に過ごせました。 

幸運にも？１８日の朝から１９日の夜まで、ニューヨークの小停電を体験し、日本との対応の違いも実感しました。 

早朝より大風が吹き荒れ８時半頃停電し、翌日の夜８時半まで３６時間の耐乏生活でした。突然の停電で冷蔵庫は使えず、

電話もダメ、セントラルヒーティングも機能しなくなり、近くの食品スーパーもクローズです。幸いガスと水道は使えたの

で食事はなんとかなりましたが、暖房無しだと、さすがに寒くなります。一度も使ったことの無かった暖炉を利用して凌ぎ

ました。思いがけず暖炉の火を囲んで５歳と２歳の子供は大喜びですが、一晩中、火を絶やさないように燃料を補充するの

も意外と手間がかかります。何時復旧するか見通しが立たないため、オープンしている店を探し回り、薪の買出しに追加な

ども含めて３回も出かけました。一定の区域に限られていたせいか、その間まったく広報も情報もなしでした。２日目の晩

も、夜は復旧作業しないのがアメリカ流だろうなと、半ば諦めて暖炉の傍に集まりゴロ寝ようとしていたら突然、パーッと

照明が点いて思わず全員拍手。少し拍子抜けの感もあり、追加で買い込んだ薪も大半余ってしまいました。 

この地域の家庭ゴミ収集についてひとこと。全部で３分別で可燃ゴミが週に２回、新聞、ビン、カン、ダンボールなどの

資源ゴミと大型ゴミが週に１回収集でした。可燃ゴミにはほとんどのものが含まれます。きめ細かな広島市と較べるとかな

り大雑把な印象です。また、スーパーマーケットなどの商品の圧倒的な数やボリュームや車の多さ、使いかたなど、“消費

社会アメリカ”を実感です。いつまで続けられるかなと余計な心配もしてしまいました。（報告：本山 剛） 

                                                             

■２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 １０：００～１１：００ （２日、９日、１６日、２３日） 

＊１６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】インディケットひろしま‘06 開催決定！ 

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

文化の「新しい流通スタイル」を目指したインディーズアーティストの「見本市！」 

フリマとプレゼンテーション・ライブが合体した注目されるイベントが今年も堂々開催決定！ 

 

インディケット ひろしま ‘06 ・ INDIKET HIROSHIMA ‘06 

●日時： 平成18年 9月29日（金）・30日（土） ●会場：ＮＴＴクレドホール (基町クレド11階) 

●主催：アートひろしま製作委員会、NPO法人セトラひろしま 

《説明会が開催されます！》：２月24日（金）14：00 START 広島市まちづくり市民交流プラザ北棟５F 研修室C 

＊昨年のインディケット報告、今年のイベントについてなど 

┏┓ 

┗■ 【５】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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■「ひろしままちづくり井戸端トーク2006」  

「みんなで支えるまちづくり」というテーマで、広島県内県外から、まちづくり活動に汗を流してやっている７市民グルー

プが、苦労話や自慢話に花を咲かせます。主催は、建築や土木コンサルタントの分野で、まちづくり市民活動に関っておら

れるグループです。アリスの日ですが、こちらもぜひご参加ください！ 

セトラひろしまは裏方として協力します。 

●開催日２月18日（土）13：00～17：30 ●会場：広島市まちづくり市民交流プラザ６Fマルチメディアスタジオ 

●参加費：無料（申込要）  ●主催：（社）建設コンサルタンツ協会、（社）広島県建築士会広島支部、（財）広島市ひと・

まちネットワークまちづくり市民交流プラザ  ＊交流会もあります！ 

●詳しくは下のURLを見てください！ 

http://www.cetra.jp/npo/event/idobata/idobata_talk_2006.pdf 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■「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！！！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■お待たせしております！セトラのホームページを改築中‥新しいセトラのマークもでき、近日中に新装開店です。 

━━* 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 
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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/ 
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Save the earth 

http://pr.mail.yahoo.co.jp/ondanka/  ━◇ＮＰＯ法人セトラひろしま◇━ 
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