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セ ト ラ 通 信
★セトラの新しいマークです！
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
暖かくなったと思ったら、また急に寒くなりましたね。これを超すと春になるのでしょうね。待ち遠しいです。
さて、セトラひろしまのメンバー間で４月からの新しい活動に関して議論が進んでいます。Indikert や AH!、その他のイベ
ント関連、そして「まち懇」について等です。グリーンに関しては現在、橋本さんの方で検討して頂いております。
グリーンと言えば、先日中国新聞に大きく報道されましたね。なんだか月に一度はセトラ関連の記事が掲載されているよう
な気がします。うれしい限りです。またアリスガーデンの指定管理者につきましては、やっと決着がつきそうです。現在事
務レベルで最終交渉中です。これで、何とか中振連でのイベント受付が出来そうです！
それでは今月のセトラ通信をどうぞご覧下さい。
（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
└────────────────────────────────────────────────────
グリーンプロジェクト ３月号
袋町の市民交流プラザ前のハンギングには、昨秋植え込んだガーデンシクラメンが色とりどりに咲いています。
春の日差しが強くなると和名「かがり花」の名のとおり花が立ち上がり、まさに炎のように咲き群れていきます。
球根なので、夏季をうまく乗り越えると次の年には球根が肥大し一段と花数が多く咲き誇ります。
シクラメンというとまだまだクリスマス時の豪華で高価な冬の室内鉢花を思う方が多いようですが、
このミニサイズでお手ごろ価格のガーデンシクラメンを、花壇やコンテナに郡植して春季にぜひ楽しんでみてください。
路地で雪にも霜にも丈夫で５月過ぎまで咲き続けます。
（報告：橋本真知子）
■活動報告
１．２月８日(水) ソーシャルガーデナー倶楽部定期活動
市民交流プラザ前のコニファーコンテナの植え替え協働作業
雪のちらつく厳寒の中、寒さに負けず作業を強行！！参加の皆さまホントウにご苦労様でした。
参加者 ５名 プラザのスタッフ参加者５名 合計１０名
１０基のコンテナの植え替えが終了しました。根周りがすっきり植え直されコニファーもうれしそう。
２．２月１６日(木) ハートフルオアシス協働作業
雨天のため中止となりました。
（協働作業始まって依頼の初めての中止でした。
）
■活動予定
１．３月８日(水) ソーシャルガーデナー倶楽部定期活動
●集合１０：００〜１２：００予定
●市民交流プラザ前コニファーコンテナの植え替え作業の続きを予定します。
（一部パンジーの花柄摘み）
コンテナ３５基のうち１０基の植え替えが終わっています。
残りのコンテナのコニファーの植え替えをいたします。
３月となり気候も暖かくなりつつです。メンバーの皆さんの技術力で的確に植え替え作業をいたします。
ご参加をお待ちいたします。
●準備：作業の出来る服装、スコップ、はさみ、軍手など
小雨：実施予定
問い合わせ：当日９：００〜市民交流プラザ 榎本さんまで０８２−５４５−３９１１
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２．３月１６日(木)ハートフルオアシス協働定期活動
●集合９：５０ アリスガーデン〜１１：３０終了予定
●作業所の皆さまと協働作業です。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
●準備：作業の出来る服装、スコップ、はさみ、軍手など
雨天：中止：問い合わせ 前日１５日１６：００〜セトラひろしま まで
━━* 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！２月の報告
◆AH! PRESENTS
Alice Love
◎２月１８日（土） 15:00〜19：30 ◎晴れのち曇り・厳寒 ◎観客動員：5500 人◎出演者：21 人
●協賛：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：
15：00〜16：00 ▼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
出場者：Kiddie Be、田中将裕、愛詞（あいことば）
、2 ぴーす
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：2 ぴーす、Kiddie Be
16:10〜16:40 ▼佐藤 潤 弾き語りオンステージ from 横浜
17:00〜17:30 ▼ひろしまエンタメ広場 ①「リスキー」
⇒17:45〜18:15 ▼ひろしまエンタメ広場②「森 恵（もりめぐみ）
」from 福山
⇒18:30〜19:30 ▼スーパーライブ
宝船
from 神戸
●ブース： AH!CAFE 、AH！コンブース ＊ビジュアル提供（2 月のアーティスト）
：岡田紀子
⇒2 月も寒い。今月は裏方スタッフ！キャバラロック＆コンストラクションロックのメンバーが参集！女子高生・女子大生、
キャピキャピのイベントプロデュースチーム（中に男の子も入っていたが…その子が急遽アーコンの MC を勤める）で戦力ア
ップ。アーコン以降、MC、いつもの内海教室の生徒さんが引き継ぐ。カフェ！‥今回、スーパーバイザーの松本さんがメニ
ュー実験。シュウマイとトンカツを出す。でもなかなか売れない。本当にアリスの売れ筋メニューは難しい‥要検討！
⇒ＡＨ！コンⅡ。予選通過者は 2 組。
「2 ぴーす」は金座街で腕を磨いて実力アップ。Kiddie Be はあの独特のサウンドで久々
に復活。続いて今月も横浜から佐藤潤さん（今や常連ゲスト）の弾き語り。エンタメ広場。まずは「リスキー」
。女性 4 人で
ダンス＆シング‥アリスで受けるスタイル！次に福山から「森 恵」
。今うわさの歌姫（ディーバ）
。人を惹きつける魅力を
発散！スーパーライブは人気沸騰中の「宝船」
。女性 6 人のアカペラグループ。さすがプロ！テクニックもルックスもグッド。
MC もうまい。広島のファンが結構来ていた。
⇒最近、県外アーティストの出演申込が多い。クオリティーがアップするのは良いが、このままだと県外アーティストにジ
ャックされるかも？広島のアーティスト‥負けるな、がんばろう！（報告：石丸良道）

■３月のＡＨ!
AH! PRESENTS
Festa AH！ 広島に行こうぜ！
◎３月 18 日（土） 15:00〜20：00 ◎中区アリスガーデン
■協賛：㈱広島ホームテレビ、ロマンドーロール、ステージユニオン広島、アイタック、ひろしまデジタルプランニング(協)
●ステージ展開
15：00〜 ▼ひろしまエンタメ広場ＡＨ！コンⅡ（アリスパフォーマンス・コンテスト）
広島最強エンターテナーの栄冠は誰の手に？いよいよ第２次予選始まる！
16：00〜 ▼ひろしまエンタメ広場「森 恵 （もりめぐみ）
」 話題の歌姫‥福山より AH!に登場！
19：00〜 ▼ひろしまエンタメ広場「Ｓ５１」 期待のニューホープ！アリスにお目見え！
メンバー：水木智英 （VO）
、久保洋平（PER＆VO）
、佐々木賢一（B）
、城戸スミス（DR）
、KATSUBEE（GT）
、南澤克彦（SAX）
●ブース展開（14：00〜20：00） AH!CAFE 、AH！コンブース
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《AH!雑感》新年度を迎えるにあたって、キャスト、スタッフ、企画と前向きなテイストが集まってきている。これまでの実
績が少しづつみのりつつあるのだろうか。これまでの課題に取り組む時が来たようだ。今年度もあと少し、次年度に向け、
運営体制や新企画の採用等、ミーティングを重ねていこうと思っている。
（チーフディレクター：榊記彌栄）
┏┓
┗■ 【３】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！
広島へ元気を集めます！

インディケット ひろしま 06 ・ INDIKET HIROSHIMA 06
●日時： 平成 18 年 10 月 8 日（日）
・ 9 日（月・祝日） ●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！》
：３月２０日（月）14：00 START 胡子神社 会議室
＊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
┏┓
┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────────
昨秋、袋町公園に植えた パンジー が気温の上昇と共に、ぐっと元気に華やかになってきました。チューリップも
芽を出して５ｃｍほどの高さです。こんなところにも空き缶などが放り込んであり悲しくなります。それでも１２月中旬
頃より、散乱ゴミが極端に減って公園内はいつもきれいです。美化活動の成果、２輪車進入禁止柵設置の効果、寒さで利
用者が少ないなどが影響しているのでしょうが、この状況が定着してくれることを祈りたいです。 （報告：本山 剛）
◎２月に行った活動
● 袋町公園美化・定期活動➡雨と雪で２回中止し、散乱ゴミの集積、雑草の除去、花壇の手入れを２回行いました。
◎３月の活動スケジュール
● 袋町公園美化活動（公園の清掃と除草、花壇の手入れなど） 活動時間１０：００〜１１：００
★日時＆場所：毎週木曜日（２日、９日、２３日、３０日） １０：００ 袋町公園集合
● アリスガーデン、並木通りの美化活動（清掃と除草、花壇の手入れなど） 活動時間１０：００〜１１：３０
★日時＆場所： １６日（木） ９：５０ アリスガーデン集合
┏┓
┗■ 【５】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」
└─────────────────────────────────────────────────────
昨年７月にスタートしたこの教室も後２回で終了します。
ただいま、１４名のかわいい小学生が、ほとんどお休みもしないで、月２回の教室に通って、いろいろな体験をしていま
す。３月４日は、１月に作ったやきもの花器が出来上がってくるので、それにお花をいけます。そして、最後の３月１９
日は、
「春まつり」と題して、展示会をします。スタートして９ヶ月、みんな、びっくりするほど、成長しました。皆様、
どうぞ、会場に立ち寄って、
「春まつり」を楽しんでください。

■「春まつり」 ３月１９日（日） 正午〜午後５時 アステールプラザ １階 市民ギャラリー
会場内で体験コーナーを設置、また、モビールのワークショップも行います。
（キッズいけばなスクール 竹澤 和）
┏┓
┗■ 【６】OTHER IMFORMATION
└─────────────────────────────────────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■「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。
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━━* 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.
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◆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
━◇ＮＰＯ法人セトラひろしま◇━
http://pr.mail.yahoo.co.jp/ondanka/
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