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★今月は、Petitスペシャルバージョンでお届けします！ 

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

こんにちは！ 皆さんＧＷはいかがお過ごしでしょうか？今年は珍しく天気が良さそうですね。 AH!の２ヶ月連続で雨にた

たられており、この３～５日は好天を期待しています。 

さて、私は公共交通関係の補助金申請と「中心市街地活性化」の基本計画策定、そして毎年頭の痛くなる「ゆかたできん祭」

の準備に追われています。今年のゆかたできん祭は昨年とほぼ同様の内容で６月２～４日に開催されます。特にセトラとし

ては「ゆかたでおそうじ隊」を本山さんをチーフとして請け負っております。今年はゴミステーションを４カ所から８カ所

に倍増する予定ですので、昨年の倍の人員が必要です。各所に声掛けしておりますが、なかなか厳しい状態です。皆様もお

手すきの方は是非ともご協力をお願いします。 

また、急な話ですが、広島市と中国重慶市の交流事業の委員長に我らが橋本さんが任命されました！よってセトラとしても

応援することとなりました。５月２１日にイベントが開催される予定です。応援の程よろしくお願いします。その他、酒店

からの受託事業である「Ｊ－Ｓａｋｅ」や「インディケット」の新展開など、セトラ・スタッフはフル回転中です！ 

詳しくは以下の通信をお読み下さい。あーっ、本当のＧＷが欲しいっ！ 

（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 

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

４月から５月にかけてはどこも花がイッパイ。コブシ、サクラ、ライラック、ハナミズキ、・・・・樹木の花も美しい！ 

すぐ若葉に変身ですが、花と違った魅力イッパイの樹木が大木となって連なる街もすばらしいと思います。 

（橋本真知子）
 
■活動報告 
☆４月１２日(水）ソーシャルガーデナー倶楽部定期活動 
 プラザ前のコニファーコンテナの植え替え。８名参加 プラザより３名参加 計１１名で作業。 
コンテナ３５基全てコニファーの植え替えを終了しました。２月、３月、４月と３ヶ月にわたる作業でした。 
ご参加の皆さまホントウにありがとうございました。 

☆４月２０日(木）ハートフルオアシス協働作業 
１０：００～１２：００ アリスガーデン、並木通り、袋町公園  
美化清掃、と花の植え込み＆メンテナンス。約９０名の参加（企業ボランテア、一般市民ボランテア、など）。 
アリスガーデンは指定管理者制度の導入後初めての作業でしたが、みなさまの協力でパンジーから一部、マーガレット

とラベンダーに植え替え、初夏の装いの広場になりました。 
☆４月２８日（金）プラザ前ハンギングバスケットの植え替え 

  北側の木の下の１２個＋１個を、ガーデナー倶楽部９名の方でベゴニアに植え替えました。 

  急な呼びかけにも拘らず大勢の方に参加いただき助かりました。皆さんの善意と倶楽部の底力を感じました。 

  都合が悪くて今回参加できなかった方も含めて、ほんとにありがとうございました。 

■活動予定 
☆５月１０日(水）ソーシャル倶楽部定期活動 
●プラザ前花の植え替え。袋町小学校２年生と協働作業 

 ●袋町小学校正門前に９：５０分までに集合、活動時間 １０：００～１２：００ 

セ ト ラ 通 信
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☆ハートフルオアシス協働活動 
●５月１８日(木）１０：００～１２：００ 集合９：５０アリスガーデン 

☆平和大通りサークル花壇 都市整備局グリーンパートナー事業 
●５月２０日(木）１０：００～１２：００ 

   パンジーからベゴニアの植え替え作業 
アリスガーデンと同日になりますが、平和大通りの作業にご参加いただける皆さまは直接サークル花壇にお集まりく

ださい。 
●雨天の予備日：５月２１日(金）(連絡は２０日当日９：００～セトラまで） 

■お知らせ 
☆ソーシャルガーデナー倶楽部の皆さまへ 
舟入公民館の園芸活動のご紹介です。 
住民参加が優先されることがありますが、ご希望の企画がありましたらお申し込みください。 
申し込みは直接、舟入公民館へ（担当：高尾さん）０８２－２９５－５００３ 
●舟入公民館協力事業 
 １、舟入公民館ボタニカルサロンのご案内 
◎５月２７日(土) やまぐちフラワーランド春の植物見学会 
参加費３,８００円 

◎ボタニカルサロン講座６回シリーズへ参加の紹介 
６／２４，７／２２，１０／２８，１１／２５，１２／９，２／２４ (詳細は公民館へ） 

２、舟入病院ガーデニングのご案内・・舟入地区リボンクラブのみなさんと協働 
◎６月４日(日) ９：００～夏の花に植え替え 
ソーシャルガーデナー倶楽部スーパーバーザーの吉長成恭先生が参加予定です。 

 
━━* 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：１,０００円（年） 

 

┏┓ 

┗■ 【２】アリスガーデンパフォーマンス広場AH! NOW 

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

■ＡＨ！４月リポート  

◆ AH! PRESENTS “春ウ･ララ” 

◎４月１５日（土） 15:00～19：30 ◎ 雨 ◎観客動員：3500人 ◎出演者：26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～  ▼平成18年度AH!オープニング：まつり舞：「トレジャーシップ＆ドラゴン」 

15：10～  ▼ＡＨ！コンⅡ（アリスパフォーマンス・コンテスト）第2次予選No.2  

広島最強エンターテナーとしての栄冠は誰の手に？  

出場者：①Kiddie Be ②2ぴーす ③Ryo 予選通過者：2ぴース、Ryo ケータイ人気投票実施 

16:45～   ▼まつり舞：「トレジャーシップ＆ドラゴン」 

17:00～   ▼「Ａｉｒ」オンステージ：DUO 佐藤潤（ヴォーカル＆ギター）・遠藤直幸（尺八）  

18:45～   ▼AH!スーパーライブ 「SoL」野村彰浩（ＳＹＮ、ＬＯＯＰＳ、ＳＳ）、貞永聖文（ＤＳ、ＳＡＭＰＬＥＳ、ＶＯＩＣＥＳ） 

●ブース：“AH!CAFE”、アーティストブース：「すみっこランド」 

＊ビジュアル提供：SORA・猪原美佳  
 
⇒今月も雨。しかも AH!始まっていらいのドシャブリ！ステージカバーテントと観客用テント 2 張りを急遽設営し、それで

も今年度のオープニングということもあり決行。スタッフはともかく、出演者によく対応していただいて感謝します。 

⇒さてステージ。オープニングは、「トレジャーシップ＆ドラゴン」によるまつり舞。舞は「ソーラン」だけじゃないぞ！と、

ＡＨ！関係者も手伝い、曲、振り付けも新しいオリジナルダンスのお披露目！この舞がAH!のテーマダンスとなり、広まるこ

とを期待したい！ＡＨ！コンⅡ‥コンテスト・セミファイナル第２弾、予選通過者は 2 ぴース、Ryo の 2 組。雨なのでプロ

グラムは前倒しで続く。AH!でおなじみの弾き語り佐藤潤さんと、東京芸大在学中の尺八奏者、遠藤さんとのデュオ、「Ａｉ

ｒ」のオンステージ。広島⇔松山のミュージシャンの交流を盛んにしようと、4月から毎月のAH!に合わせて、第３土曜日、

瀬戸内海汽船の広島⇔松山航路の船の中で、船上ライブが始まった。お二人とも、この記念すべき第１回目のライブを終え
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ての出場であった。この試みが成功し、定着していくことを祈ります。スーパーライブは「SoL」。キーボーディスト「野村

彰浩」と、ドラマー「貞永聖文」によるデュオユニット。ジャズをベースにテクノ、トランス、アンビエント等をクロスオ

ーバーさせたエレクトロニカ。ステージは、単なる曲の羅列でなく全体に的に構成・演出されたミュージック・シアターで

あった。 

⇒思うに最近、「船上ライブ」や「まつり舞」の例にあるように、AH!をとっかかりに、いろんな試みが生まれている。こう

いった傾向、もっともっと発展していってほしい。（報告：石丸良道） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
■今月のＡＨ！ 

5月も内容もりだくさん！！！！！！！ゴールデンウィークはアリスガーデンで！ 

◆ AH! PRESENTS “Sound Holidays” 

◎5月3日（水）・4日（木）・5日（金）◎中区アリスガーデン   

■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)、岸工業㈱、広島ホ

ームテレビ 

●ステージ展開   

★3日（水）：15:00～20：00 

15：00～      ▼ＡＨ！コンⅡ（アリスパフォーマンス・コンテスト）グランプリ決定戦 

*広島最強エンターテナーの栄冠は誰の手に？ 決勝出場者（4組）：２ぴーす、Ryo、Hanabow、Pure 

17：30～    ▼ダンスアタックジュニア 

18：00～      ▼「まつり舞」 by“トレジャーシップ＆ドラゴン” 

19：00～      ▼スーパーライブ：“ＶＯＸＲＡＹ” from Tokyo 

          ＊男性5人からなるヴォーカル・グループ、東京を中心に人気沸騰中！ 

★4日（木）：16:00～20：00 

16：00～    ▼エンタメ広場：“Will Be Stars” 

＊ダンス＆コーラス‥明るく楽しいエンターテナーたち！ 

17：30～    ▼ダンスアタックジュニア 

18：00～    ▼「まつり舞」 by“トレジャーシップ＆ドラゴン” 

19：00～    ▼スーパーライブ：“羽野昌二”（ドラム・ソロ） from Tokyo 

        ＊世界的アーティスト‥フリージャズ・ドラムの鬼才・アリス登場！ 

★5日（金）：15:30～19：00 

15：00～    ▼キッズ・スーパーライブ：“広島ジュニアマリンバアンサンブル” 

＊広島から世界へ‥マリンバスーパーガールズ！ 

16：45～    ▼「まつり舞」 by“トレジャーシップ＆ドラゴン”  

18：00～    ▼エンタメ広場：“Will Be Stars” 

●ブース展開： “AH!CAFE”、アーティスト・ブース（「すみっこランド」：3 日のみ・イラスト等）、広島ホームテレビ協賛

ブース ＊今月のビジュアル提供：SORA-CS 

 

《AH!雑感》月に一度のAH!.３年目を迎えました。これまで28 回の開催を数えたことになります。その中で、天候的に快適

な回が何度あったでしょうか！？雨、風、雪、熱射…等々。爽やかな日和は年に数回しかないと気づきました。5月の3日連

続のAH!は五月晴れで最も良い季節かもしれません！！！！！（チーフディレクター：榊記彌栄） 
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┏┓ 

┗■ 【３】インディケットひろしま‘06 ＮＯＷ  

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

いよいよ出店者第1次募集開始！！！！ 

インディケット ひろしま ‘06 

（＊"INDIKET"とは、"Indies"と"Market"を合せた新しい造語です。） 

 

■日時： 平成18年10月９日（月・祝日）開催 （場合によっては8日開催も） 10：00～21：00（予定）  

■会場：ＮＴＴクレドホール (基町クレド11階)   

■主催：アートひろしま制作委員会 

■内容（＊企画詳細参照） 

自主制作作品のフリーマーケットとプロモーション・ライブが合体！ インディーズアーティストのショーケース！ 

【EVEVT CONTENTS】 

●フリーマーケット：自主制作作品（CD、DVD、アート作品、グッズ等） 

●プロモーション・ライブ  

●ケータイ人気投票 

●インフォメーション＆商談コーナー 

●協賛企業出店ブース 

●インディケットカフェ他 

■入場料：¥1,000 （税込） 

■協力：基町クレド・パセーラ、広島市中央部商店街振興組合連合会、（株）ステージユニオン広島、（株）アイタック、NPO 法人コーチ

ズ、NPO 法人クリーンディーシークラブ、（有）セカンドシーン、SORA-CS、（有）バイスサウンド、ＭＩジャパン広島校事務局、ママプロ

ジェクト、CABARA ROCK、ライブ楽座、アートスペース HAP、RIN STUDIO、Ｓou’s、（有）イットワークス、ひろしまデジタルプランニン

グ（協）、ＮＰＯ法人セトラひろしま、他 

■協賛：ディスカバリーファーム  

★昨年の開催状況、また詳しい情報は‥ 

INDIKET HIROSHIMA公式サイト   http://www.indiket.net/ 
 

【ENTRY】 
  アーティスト・ミュージシャン・クリエーター出店者第１次募集！ 7月末日締切り  5月下旬。説明会開催予定！ 

【１】フリーマーケット ＊10：00～21：00 

■出店について 

☆応募条件：当日会場にて、自作の作品を販売できる方・ジャンルを問わない！ 

⇒ミュージック／ダンス／パフォーマンス／芝居／アート／クラフト／映像／映画／アニメ／写真／詩／コミック／T シャ

ツ等アパレル他（＊ライブハウス、レーベル、ダンススタジオ、劇団、ギャラリー、同人誌、デザインスタジオ、クラフト・

スタジオ、アパレルインディーズブランドの出店も可） 

☆販売商品：CD、DVD、印刷物、グッズ等…自主制作作品。 

①出店+ライブ：ステージでプロモーション・ライブをされる方 

●出店スペース：長机ブース（1/2 or 1台のスペース） 

●出店料：入場券￥1,000・15枚分のノルマ負担 「計￥15,000」 

②出店のみ：ステージでプロモーション・ライブをされない方 

●出店スペース：長机ブース（1台のスペース） 

●出店料：入場券￥1,000・10枚分のノルマ負担 「計￥10,000」 

＊ただし出店者は５人まで、それ以上はお1人につき￥1,000いただきます。 

【２】プロモーション・ライブ                     

ホール会場出店者（ライブ出店者）はホール内ステージでプロモーション・ライブを行います。ライヴ、ＣＤ、DVD収録

曲のプレイバック、セールストーク、朗読等ＭＣによるプロモーションＯＫ！ 

○持ち時間：10分（セッティング時間を含まない）  

【持ち時間が増えるコラボレーション・ライブ！】 

他の出店者とコラボレーションステージも可能。この場合、ライブ時間は店数に比例します。 
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（例：映像系１グループ、音楽系１グループ、ダンス系１グループ、合計３グループによるコラボレーションの場合、持ち

時間は、10分×3＝30分となります。） 

 

【３】出店者特典 

●INDIKETポータルサイト上に出店できます。PRやプロモーションができます。 

⇒ http://www.indiket.net/ 

●ケータイ人気投票賞 

・ INDIKETコンピレーション・アルバムに作品がエントリー！ 

●その他各賞のゲット（準備中） 

・ＫＩＮＺＡＧＡＩ賞：金座街商店街のテーマソングに作品が採用！ 

・ライブ開催賞（仮称）：有名ライブハウスでライブができる権利をゲット！ 

・展覧会開催賞（仮称）：市内有名ギャラリーで展覧会できる権利をゲット！ 

・協賛企業賞：映像編集ソフトやギターをゲット！ 

・広島市中央部商店街加盟協賛店から豪華賞品をゲット！ 

・その他、インディケット特別賞など、出店者のプロモーションを支援する賞を準備しています。 

（＊各賞の審査は、協賛提供者あるいはインディケット・プロデューサーチーム内で合議の上決定いたします。） 

 

┏┓ 

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

袋町公園前の保育所が３月で閉鎖されました。２０名ほどの子供達が毎日、公園を利用して遊び、時折、我々と一緒に

美化活動をやったりで、すっかり顔なじみになっていたので、メンバーのみんなもとても寂しく残念がっています。 

これにめげずに、みんなの力で、いつも子ども達の声がはじける、安全で安心して遊べる公園にしていきたいです。 

（本山 剛） 

◎４月に行った活動 

● 袋町公園美化・定期活動➡➡美化活動を３回行いました。セトラの理事２名も参加してくれて賑やかにやりました。 

◎５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（１１日、１８日、２５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：１８日（木） ９：５０ アリスガーデン集合 

 ● ごみゼロクリーンウォーク（広島市環境局主催事業） 

    ★日時＆場所：６日(土） １０：００ 袋町公園集合 ゴミを拾いながら中央公園まで歩きます。 

◎“ゆかたできん祭”・おそうじ隊活動 隊員募集！ 

   ６月２、３日の２日間１８：００～２２：３０頃まで 中央通り周辺のゴミの分別指導や美化活動をボランティアで 

行います。夕食のみ用意します。みなさんのご参加お待ちしています。 

詳しくはセトラ事務局までお問い合わせください。 

 

┏┓ 

┗■ 【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」 

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

５月２０日（土）からひと月１回、ニュースタイルのプライベートレッスンが始まります。平成１７年度、文化庁事

業に参加していた子供たちのほとんどが、継続希望です。 感性を養うことを目的にしているため、継続してくれること

は、嬉しいことです。 感性は、短期間で養われるものでないことが、理解していただいたと喜んでいます。 

こども達の笑顔を楽しみに、頑張っていこうと思っています。                   （竹澤 和） 

 

┏┓ 

┗■ 【６】OTHER IMFORMATION 

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

広島市・重慶市友好都市提携20周年記念行事 

－重慶の日－／重庆日（チョンチン・ルイ） 

セトラひろしまが音楽催事部門等のコーディネートをすることになりました！！！ 
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日時 平成18年5月21日（日） 

■ 内容 

① 重慶市ＰＲイベント 

 時 間： 11:00～20:00 

場 所： 紙屋町シャレオ中央広場 

内 容： 音楽演奏、観光ポスター展示、民芸品展示・販売（重慶市側の民芸品） 

  中国物産展示･販売 

② 記念式典 

時 間： 14:00～15:30 

場 所： 広島市国際会議場 

内 容： 特別名誉市民称号の贈呈式 

     音楽演奏等（重慶市民、広島市民） 

③ 市民文化交流 

時 間： 16:00～18:00 

場 所： 広島市国際会議場 

内 容： 音楽演奏、書道、茶道等による交流 

     日本食、四川料理の試食･試飲ほか 

 

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

■「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 

 〒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 

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


