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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

こんにちは！この通信がお手元に届く頃には「

いろいろと問題が出てきます。いつになったら

か？さてイベントと言えば「重慶の日」が成功

様でした。そしてご協力頂いた皆様ありがとう

会にて岡本太郎の壁画を広島に誘致する運動に

っていこうと思います。そして、早くもインデ

これからもセトラは忙しそうです。どうぞよろ

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

「ゆかたできん祭０６」 

 日時：６月２日(金)・３日(土)・４日(日) 

場所：クレド広場～シャレオ広場～本通り～中

クレド広場：オープニング＆ステージイ

シャレオ広場：ゆかた市場、ゆかたを直し

中央通り：ゆかたで踊りんさい、ゆかた

今年も金・土の２日間の歩行者天国で、おそう

とうれしいサービスも満載！お楽しみに！ 
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┏┓ 

┗■ 【１】グリ－ンプロジェクト NOW 

 └───────────────────

グリーンパートナーの制度で、セトラが担当し

は今、ピンクのベゴニアが満開に咲いています

込みして、遠目にもなかなかにきれい。公共花

スしますが、広島都心のアツーイ夏場はニチニ

とどうしても種類が限られてきます・・・でも

花を植えつけ、維持していきたいのはハイセン

 

■活動報告 

☆５月１０日(水) 10:00～12:00 ソ－シャル

市民交流プラザ前のコンテナに花の植え付

フ２名 でニチニチソウ、サルビアをきれい

通りになりました。ご参加の皆さまありが

☆５月１８日(木) 10:00～12:00 ハートフル

アリスガーデン、並木通り、袋町公園 花

企業ボランテア５名 セトラ関係４名。作

街のど真ん中の広場や通りでの作業は新鮮

 

 
セ ト ラ 通 信

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

ゆかたできん祭」 は終わっているかもしれませんが、今は開始直前、今年も

平和にイベントが進められるのでしょうか？ 大きなお祭りの宿命でしょう

裏に終わりましたこと、おめでとうございます。スタッフの皆さん、お疲れ

ございました。今後の展開も楽しみですね。また文化関係では、先日の理事

関わることが決定しました！市民球場跡地利用にも絡めて、中振連でも関わ

ィケットの出展者募集も始まりました！ 

しくお願いします。 

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

央通り～袋町公園 

ベント ※４日(日)はインディケットの告知を兼ねたイベントも！ 

んさい、ゆかたコレクション ※セトラのマイスターこと尾崎氏も大活躍！

でおそうじ隊  ※セトラの環境担当、本山氏がおそうじ隊のチーフです！ 

じ隊も倍増！安全で楽しい祭りを目指します。商店街では、浴衣で来店する

（NPO法人セトラひろしま理事長 若狭 利康）

……………………………………………………………………………………… 

 NOW  

ー募集開始！ 

行事－重慶の日－報告 

───────────────────────────────── 

ている平和大通り三井ガーデンホテル斜め前、緑地帯真ん中のサークル花壇

。５月１８日に植えつけたのです。遊び心で、白のベゴニアを円く模様植え

壇では、おおむね年２回の植え付けサイクルなので、花期の長い花をチョイ

チソウ、マリーゴールド、インパチェンス、サルビアそしてベゴニア・・ 

丈夫が一番！！こまめに手を入れて美しさを保ちたいものです。一番美しく

スアップをめざす「おしゃれな並木通り」デス！ 

(はしもとまちこ)

ガ－デナ－倶楽部定期活動 

け。袋町小学校２年生３０名 ソーシャルガーデナー１３名 プラザスタッ

に植えつけました。夏の雰囲気イッパイで、またまた気持ちよいガーデン

とうございました。 

オアシス協働作業 

の植え付けと手入れ、美化活動。約７０名参加。 

業所の皆さん、指導員の方、いつもホントウに一生懸命に作業されます。 

さを感じるようで、毎回楽しみに月例行事として参加の作業所さんが多いの
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です。６月になりいよいよ暑くなりますが、これからも協働で楽しんでいきます。 

☆５月１８日(木) 10:00～11:30 平和大通りサークル花壇 花の植え替え 

４名参加。パンジーからベゴニアに植え替え。セミプロ！？４名の手で、あっと言う間に植え付けが出来ました。 

お疲れさまでした！！ 

☆５月２３日(火) 14:00～16:00 プラザ前の大型コンテナ４基の花の植え替え 

この半年間よく咲いたパンジーから、ニチニチソウにチェンジ！！本山さんを中心に４名の方が植え替えました。 

今、とてもハイセンスな色バランスで咲いています。 

 ■活動予定 

☆６月１４日(水) 10:00～12:00 ソーシャルガーデナー倶楽部定期活動 

●プラザ集合 

●作業予定；ハンギングバスケット１１個の植え替え。または並木通りの花の植え付けの下準備作業。 

●小雨実施 防暑対策 飲料水など 

☆６月１５日(木) 10:00～12:00 ハートフルオアシス協働作業 

●集合；9:50 アリスガ－デン 

●作業予定 

① アリスガーデンの手入れと一部花の植え込み 

② 並木通り パンジーから夏の花へ植え付け(花の種類未定) 

③ 袋町公園美化活動  

   今回は並木通りの花の植え替えが入ります。作業者の皆さんと並木通り地域の方と協働になります。ご参加をお待ち

いたします。 

●防暑対策 飲料水など 

雨天の場合；当日9:00～セトラまたは並木通り商店街組合（082-245-1448）へ問い合わせください 

  

５月のフラワーフェステバル、６月のとうかさん・・さまざまな夏の宵の楽しいイベント・・など中心街は盛夏に向かい、

２４時間フルに動きます。その反面、昨日植えつけた花がもうペチャンコに踏まれて・・ごみにまみれて・・・ナンテ多く

なります。ショッピングの折、「通りがかりメンテアナンス」など、時間が許す限り皆さまの手入れをお願いいたします。 

また気付き点がありましたら、セトラまで気軽にご意見をお寄せください。 

 

━━* 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！５月リポート  “アリスＧＷで大いに盛り上がる！” 

◆ AH! PRESENTS  “Sound Holidays” 

■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 
 

★５月３日（水）：15:00～20：00 ◎ 晴天 ◎観客動員：14,000人 ◎出演者：48人 

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 

＊決勝出場者（4組）：２ぴーす、Ryo、Hanabow、門傳将貢 ＊携帯人気投票実施（協力：ひろしまデジタルプランニング協

同組合）＊賞品提供：デンスケ、アサオ、ナカオカ、シモムラ（ご協力感謝します！） 

◎クランプリ：Hanabow 準グランプリ：２ぴーす 優秀賞：Ryo、門傳将貢 

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人ヴォーカル・グループ 
 

★５月４日（木）：16:00～20：00 ◎ 晴天 ◎観客動員：12,000人 ◎出演者：53人 

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！ 
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17：15～    ▼「まつり舞」 by“トレジャーシップ＆ドラゴン” 



17：30～    ▼ダンスアタックジュニア 

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 友情出演：貞永聖文（ドラム）・庄司勝治（サックス） 
 

★５月５日（金）：15:00～19：30 ◎ 晴天 ◎観客動員：18,000人 ◎出演者：104人 

 

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”  

17：00～    ▼“美月（みつき）オンステージ” from Tokyo 広島出身の歌姫 

17：45～    ▼“ＧＩＦＴ” from Tokyo 広島出身・話題のヴォーカル・デュオ 

18：30～    ▼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、広島ホームテレビ協賛ブース  

＊５月のビジュアル提供：SORA-CS 
 
⇒広場で過ごすには最も快適な時候。3日間好天にも恵まれ来場者数は今までで最高を記録しました。スタッフにとっては3

日間通しは少々ハード。でも広場を訪れる人々の満足した笑顔を見ると疲れも忘れます。 

⇒さてステージ。1日目（3日）に行われた、ＡＨ！コンⅡ・ファイナル決勝戦は、半年かけて勝ち抜いた者だけに聴衆も納

得。去年も思いましたが、半年という間に、なんとみんな上手になっているということ！彼らの今後の活動に注目です。 

⇒今回は、東京からのアーティスト参加が多かった。1日目（3日）の“ＶＯＸＲＡＹ”、2日目（4日）の“羽野昌二”、3日

目“美月”、“ＧＩＦＴ”と。みなそれぞれに広島のファンがステージ前に陣取り盛り上がりました。 

⇒もっとも広島のアーティストも頑張り、“Will Be Stars”や“広島ジュニアマリンバアンサンブル”のエンターテーメン

ト性など、お客さんを（安心して？）うならせるものがありました。もっともアリスは、ドラムの“羽野昌二”みたいに、

マニアックでコアな要素も大事にしています。 

⇒最終日には、“トレジャーシップ＆ドラゴン”をはじめとするフラワー出演の「踊り隊」が大挙してアリスに押し寄せ、広

場が踊りで沸騰しました。ほんとによい“Sound Holidays”でした。 
（報告：石丸良道）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＡＨ！コンⅡグランプリ決定戦                   “ＧＩＦＴ”と聴衆 

“ＶＯＸＲＡＹ”                      “Will Be Stars” 
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■今月のＡＨ！ 

６月のアリスは、「ゆかた」でキメル！ 

◆AH! PRESENTS “ゆかたDEアリス” 

◎６月17日（土）14：20 ～ 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、岸工業㈱ 

●ステージ展開   

14：20～    ▼AH!ステージ presented by MIジャパン 

・「mosh」 ・「CLANKEY」 

16：10～   ▼トランプラッツ Live in Alice いよいよ若者による「Level０」企画始まる！ 

・「LIBERTY CAP」 ・「三つ又フラスコ」  

18：00    ▼広島⇔松山交流ライブ：佐藤潤（ヴォーカル＆ギター）と仲間達 from Matsuyama 

19：00～     ▼Super Live in Alice：“ＭＩＳ”  

《メンバー》 丸子理生（Vo.Ac.Guit.)、石澤良一（Vo.Ac.Guit.Ｂl.Harp)、佐藤弘之（Vo.Ac.Guit.) 

「伝説のアコースティック・ロック・グループ。マニアックなファンをうならせる！」 

＊今月のイラスト：井上朝美 

●ブース展開：“AH!CAFE”、広島ホームテレビ協賛ブース（トヨタ小型ミニバン、シエンタ展示）、“ゆかた着付けコーナー” 

 

◆告知！AH!スペシャルナイト！*--------------------------------------------------------------------------* 

「ＡＨコン！ベスト４ライヴ」 

アリスガーデンパフォーマンスコンテストの輝かしい栄冠を手にしたアーティスト4組が出場！ 

みなさんの応援をお願いします！！ 

▼出演：Ｈａｎａｂｏｗ 、２ぴーす、Ｒｙｏ、門傳 将貢  

▼6/10(土) ・20:00 開演  ワンショット（ノーチャージです。） 

▼ライブ楽座にて 

広島市中区立町6-1 立町ウィング BF1-A 

TEL 082-246-1019 

 

《AH!雑感》当初、アリスガーデンでパフォーマンス広場を実行する「担い手」として、若者が重要なポイントでした。徐々

に育ってくるとは思ってはいましたが、なかなか難しいものでした。今年度、それが、やっと芽が出始めたようです。ゼロ

からの出発、若い芽の育つ勢いを願って「レベルゼロ」と名付けました。15：00～17：00 までのステージを「レベルゼロ」

に託しました。温かく見守ってやらねばと思っております。よろしくお願いします。（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  NOW  

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

「チラシ完成、いよいよ出店者募集開始！」 

10月９日ＮＴＴクレドホールで開催の「インディケット ひろしま ‘06」、出店者

募集チラシが完成し、募集を開始しました。INDIKETとは、「Indies ＋ Market」

の意味。インディーズアーティストの見本市を広島に定着させようというものです

セトラの活動は、これまでAH!の例のように、アーティストの発表の場づくりをし

てきましたが、このイベントでは、さらに一歩進んで、アーティストが究極この地

で自立的活動ができる環境整備や文化状況づくりを目指し、アーティストの作品の

販路開拓やプロモーションを支援する仕組みを考えています。ご協力願います。

 

。

 

詳しい情報は‥INDIKET HIROSHIMA 公式サイト 

http://www.indiket.net/ 

 

★
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┏┓ 

【４】広島市・重慶市友好都市提携20周年記念行事－重慶の日－報告   
────────── 

５月２１日（日）、広島市・重慶市友好都市提 」として３つの催しが行われました。シャレ

オ

６８名を市民の手で歓迎しようと、国際交流畑での長年の実績をかわれた橋本真知子さん

が

い  

た

、担当の市の職員のみなさん、ほんとうにご苦労様でした。

 

┓ 

【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」 

────────────── 

ほ

こども達は、実物大の壁画に感動していまし

た

┏┓ 

【６】地域環境プロジェクト 

─────────────────────────────────── 

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 

合 

┗■ 

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

「セトラ大役をこなす！」 

携20周年記念行事「重慶の日

での重慶市PRイベント、14：00から広島国際会議場ヒマワリでの友好都市提携２０周年記念式典、16：00から同ダリア

における市民文化交流会です。 

重慶市長はじめ重慶市訪問団２

堂々実行委員長を勤め、セトラに、催しものの構成、コーディネート、ステージマネージャーの大役が与えられました。 

重慶市は人口３,０００万人を超え、近年急速に近代化が進んでいる大都市。特に式典など、「そそう」があってはならな

パート、気を使うこと甚大。しかも重慶側の演目など情報がなかなか届かない、準備期間もない。そんな中、当日に突入。 

しかし結果はオーライ。各イベントの構成も的確で効果的、日本側で用意した演目も成功。市民交流会では実に打ち解け

雰囲気となり、重慶からのお客様に本当に喜ばれました。 

この行事にかかわった市民ボランティア、出演アーティスト

（石丸良道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

┏

┗■ 

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

５月２０日、２ヶ月振りにこども達に会って、皆、急にお姉さんになっていて、びっくりしました。この時期の成長は、

んとうにはやいものです。お花をいけることに慣れてきたので、花のことを図鑑で調べることができるようになりまし

た。少しずつ、いろんなことに目をむけてくれたらいいと思っています。 

５月２１日は、希望者と現代美術館の「岡本太郎展」を見に行きました。

。こういう機会をこれからもつくっていきたいと思っています。                   （竹澤 和） 

 

 

┗■ 

└──────────────────

■活動予定 

 ☆袋町公園美

  日時＆場所：毎週木曜日（１日、８日、１５日、２２日、２９日） １０時袋町公園集
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┏┓ 

┗■ 【７】OTHER IMFORMATION 

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

雑感：「セトラと国際交流活動」 

 

～広島が地球文化の結節点となることを願って～ 

 

この度の広島市・重慶市友好都市提携20周年記念行事。昨年8月、市民アートフェスティバルのメイン企画で、全世界

30ヶ国から写真メッセージが寄せられた、ワールドワイド インターネット アートプロジェクト・HIROSHIMA 2005  突然

ノ朝 “THE SUDDEN MORNING”。ＡＨ！やアリスガーデンで行われるイベントにおける広島在住外国人とのコラボレーショ

ンなど、セトラひろしまは国際的な広がりをもった活動に参画しています。 

またこの度スタートするビッグプロジェクト・岡本太郎「明日の神話」壁画誘致プロジェクトは、「作品が置かれるのは

やっぱり広島がふさわしい！」との賛同を、全世界から集めようとしています。プロジェクトは単に作品誘致だけではなく、

活動のプロセスで、様々な文化プロジェクトを展開し、作品を受入れる「港」としてふさわしい、広島の文化的土壌を醸成

していこうというねらいもあります。 

 広島が地球文化の結節点となること。国際平和文化都市・広島のまちづくりにとって、国際的視野は欠かせません。 

（石丸良道） 

 

◎「突然ノ朝プロジェクト」ウェッブサイト 

Web Site of Worldwide Internet Art Project, “The Sudden Morning” 

http://www.hiroshima2005.jp/ 

 

 

 

 

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

■「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◇━ 

 

http://www.hiroshima2005.jp/
mailto:npo@cetra.jp
http://www.cetra.jp/npo/
http://www.cetra.jp/
http://pr.mail.yahoo.co.jp/ondanka/

