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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

やっと朝晩が涼しくなってきましたね。しかし

さて、９月のセトラは通常の活動（AH!、グリー

ッグイベントに向けて石丸理事以下、皆多忙な

い」。今年のインディケットはアート系を充実さ

そうなので楽しみですね。そして「明日の神話

を予定しています。どちらも皆様のご協力によ

また、AH!を元にして、梶川理事のコーディネー

られ本格化しております。そして、経産省の委

の発展性が大いに期待できます。お楽しみに！

どの事業も、新たなカルチャーを創造すること

通信をお読み下さい。今月もよろしくお願いし
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┗■ 【１】グリ－ンプロジェクト NOW 

 └───────────────────

長めの梅雨が明けたら、亜熱帯地方と同といわ

吸い、かろうじて夏の花壇を彩っていました。

の花壇によみがえります。植物はホントウに強

■活動報告 

☆８月９日(水) ソーシャルガーデナー倶楽部

１０：００～１１：３０ ８名参加 

袋町プラザ前 ハンギング、大型コンテナ

プラザ前では９月に入り一段と美しく花が

☆８月１７日(木) ハートフルオアシス協働定

１０：００～１１：３０ ５５名参加 

  酷暑の中、清掃、除草と水遣りとの作業で

並木通りのニチニチソウがきれいな花色で

 ☆８月２７（日） 舟入病院 リボンクラブ 

１０：００～１２：００ １３名参加 

 ☆９月２日(土) 中区河原町公園 花壇作り打

１４：００～１５：３０ ９名参加 

■活動予定 

☆９月１３日(水)ソーシャルガーデナー倶楽

平成１８年度通常総会＆活動ミ－ティング

集合；プラザ２Ｆ フリースペース 

  その後、タイミングが合えば、１０

のベゴニアサークル花壇の手入れ 

☆９月２１日(木)ハートフルオアシス協働定

９：５０（アリスガーデンに集合）～１１

内容；アリスガーデンの花の補植 美化活
 

 

 
セ ト ラ 通 信

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

汗が冷えて風邪をひいている人もいるようですのでお気を付け下さい。 

ン、環境）以外に大きなイベントはありません。しかし１０月にひかえたビ

日が続いてします。それは「インディケット」と「明日の神話・市民のつど

せ、ステージ・ブースとも賑やかになりそうです。沖縄からも視察団が来る

」も準備委員会から正式な誘致委員会への脱皮を機に市民球場でのイベント

って成功する事業です。何卒よろしくお願いします。 

トによって進められている「広島－松山・音楽交流」がテレビでも取り上げ

託事業である「広島流・夜街文化」も調査事業が始まります。どちらも今後

 

によって広島の活性化に寄与するものと確信しております。詳しくは以下の

ます。          （NPO法人セトラひろしま理事長 若狭 利康）

……………………………………………………………………………………… 

 NOW  

OW 

……………………………………………………………………………………… 

───────────────────────────────── 

れるようになった酷暑の８月でした。ベゴニアやニチニチソウが懸命に水を

９月にはいり、朝夕しのぎやすくなってくるとあっという間に勢い付き、秋

い！夏草も強い！                 （はしもとまちこ） 

定期活動 

、コニファーコンテナのメンテナンス作業。 

咲いています。暑い中ありがとうございました。 

 
アリスガ－デン 

期活動 

した。ご参加の方ありがとうございました。 

元気です。 

種まきの実習  

 
平和大通り 

ち合わせ企画ミーテング 

部活動 

 １０：００～１１：００ 予定 

０ｍ緑地帯のグリーンーンパートナー 

 

期活動 

：３０ 

動など ※暑さ対策必要 
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━━* 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！８月リポート  

◆ＡＨ！PRESENTS 真夏の夜の夢“ＡＤＡ アニメDEアリス”  

◎８月１９日（土）14：00～（ブース） 15：30～21：00（ステージ）  ◎観客動員：9,500人 ◎出演者：20人 

◆主催：アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会 ■企画・制作：AH！STATION 

◆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、岸工業㈱、ひろしまデジタルプランニング(協) 

◆ステージ 15：30～ 

15：30～    ▼広島⇔松山交流ライブ 

         ■佐藤 潤 

16：00～    ▼AH!ステージ presented by MIジャパン 

■ 礒道 和久（弾き語り）  

■ 森川 敏之（ギター・インストルメンタル） 

18：00～    ▼おこさまらんち 

18：30～    ▼着ぐるみブーティとみんなで踊ろう！パントマイム＆ブレイクダンス By ブーティ 

19：05～    ▼ＡＨ！スペシャル “アリスガdeアニメナイト” ＊“habyクラブ”と共催 

■アニメのビル壁画上映：第１部地元アマチュア作品の部：神崎小学校、安田女子高校作品、広島工業大

学専門学校作品、広島市立大学 2006 卒業作品 第２部プロフェッショナルの部：JODY、古川あずさ、

前田稔 

■ミュージック：おこさまらんち、HANABOW 

■コンテンポラリーアートパフォーマンス：マドカshow実行委員会 

◆ブース展開： “AH!CAFE”、▼“AH!CAFE” ▼「OTAKU プラザ」 <出店：「本通セレクション」（ゴジラフィギュア！）、

「フィギュアWAKASAYA」、「マルタカ（チョロQフィギュア）」、「詩うたい夢色（イラスト）」>、▼明日の神話ＰＲブース 

＊ビジュアル提供：井手佐知子（SORA-CS) 
 

⇒今月は、いつもと変わって変則の展開。夜、habyクラブ”と共催で“アリスガdeアニメナイト”を行うため、設営も遅め

に開始。暑さの厳しい昼間展開を遅らせメインを夜へ、全体に夏らしいナイトイベントの感じで演出・実行しました。夏盛

りのイベント。 

⇒先月のブースは変わっていました。「OTAKU プラザ」と称しフィギュアグッズのマーケット、中には、ラジコンのゴジラを

操って遊んでいる人もおり来場者にも大うけ！来場者の中にもそれなりにその格好をした人たちもまじっていたように思い

ます。この手のブース展開、大いにやって欲しいところです。 

⇒ステージのオープニングはもうすっかり定例化した「広島⇔松山交流ライブ」。おなじみの佐藤潤さんの弾き語り。ちなみ

に「広島⇔松山交流ライブ」の動きは、松山にも波及し直前に、広島からアーティストが松山に渡りライブを決行！この様子

をテレビ新広島が取材、テレビで放送されました。 

⇒AH!ステージ presented by MI ジャパンは、今までのバンドに打って変わって、今回は癒し系アコースティックなステ

ージでした。礒道和久（弾き語り）の珠玉とも言えるオリジナル曲の魅力、森川敏之の独特なギター奏法によるオリジナル楽

曲は、今後大いなる展開が期待されるだろう！ 

⇒夕方になり、ステージのモードはだんだんと「アニメチック・萌え？オタクチック？」になっていく。きっかけは、美少女

ユニット？3 人組「おこさまらんち」のショー、続いて、竹原から参加の「着ぐるみブーティ」、パントマイム＆ブレイクダ

ンスで汗まみれの健闘！お客さんもだんだん多くなり、周囲も夜の雰囲気へ。 

⇒いよいよ“アリスガ de アニメナイト”の開始。アリスガーデンを囲むように聳え立つ宝塚ビルの壁面に、アニメ作品が上

映され始めました。観客は頭を上げて見入る。作品自体はなるほどアマチュア・プロとよく見るとなかなか面白い。でもお客

さんをずっと引き留めるためには上映構成のメリハリが必要。また事前にプログラムがもっと早く分かっていれば、こちらと

してもパフォーマンスや音楽のからみなど、まだまだ面白い趣向を盛り込むことができたでしょう。残念！！とは言っても、

インターミッションで行われたマドカ show 実行委員会によるコンテンポラリーアートパフォーマンスなど、アートといって

も決して小難しくなく、エンタメモードでアリスによく合っており、またｻｲﾘｳﾑ発射など観客の意表ついた演出で、アリスガ

ーデンの空間の新しい使い方の可能性をみせました。（報告：石丸良道） 
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「本通セレクション」（ゴジラフィギュア！）            おこさまらんち 

  
ブーティとみんなで踊ろう           “アリスガdeアニメナイト” 

  
マドカshow実行委員会            “アリスガdeアニメナイト” 

 
 

 

■今月のＡＨ！   

◆ＡＨ！PRESENTS  “September Steps”  

◎９月１６日（土）15：00～20：30 ◎中区アリスガーデン    

◆主催：アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会 ■企画・制作：AH！STATION 

■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、岸工業㈱ 

■企画内容：ライブステージ・オープンカフェ・「明日の神話」アートブース 

●ステージ  15：00～ 

15：00～     ▼AH!ステージ presented by MIジャパン  

16：30～     ▼松山⇒広島 ミュージシャン交流ライブ 

18：00～     ▼エンタメ広場 「インディケット応援ライブ」 

19：00～20：00   ▼Super Live in AliceＡＨ！ ジャズピアノ鬼才 下本 滋  

●ブース展開： 14：00～ 

AH!CAFE、「明日の神話」アートブース」、インディケットPRブース 
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┏┓ 

┗■ 【３】インディケットひろしま2006  NOW  

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

INDIKET HIROSHIMA 2006 いよいよチケット発売開始！！ 
 

《インディケットとは？》 

インディーズとマーケットを組み合わせた新しい造語です。 

広島インディーズの祭典！ 

自主制作作品のフリーマーケットとプロモーション・ステージがドッキング！ 

《インディケットひろしまの目的》 

インターネットやITの本格的普及によって、文化的コンテンツの流通は世界的な大変革期を 

向かえています。次代の新しい文化スタイルを担うのは「インディーズ」です。 

「INDIKET」は、文化的コンテンツの新しい流通スタイルの確立を目指し、 

インディーズアーティストを支援します。 

 

■日時： 10月９日（月・祝日） 10：00～21：00  

■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 

■EVEVT CONTENTS 

 司会MC：三浦ひろみ（ラジオDJ、映画評論、CM声優などで活躍中） 

 ●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・ステージ  

 ●ケータイ人気投票（投票に参加したにはプレゼントあり！） ●インフォメーション＆商談コーナー 

 ●協賛ブース出展： ・（株）ディスカバリーファーム・穴吹デザイン専門学校・音楽学校エムアイジャパン広島校 

 ●岡本太郎「明日の神話」広島誘致活動ＰＲブース  ●インディケットカフェ他 

■エントリー一覧（9月1日現在） 

広島の元気アーティスト（インディケッター）堂々登場！！ 

＜ブース＋ステージ＞エントリー  31組  

春秋分点（プログレッシヴ・ロック）、Litte Key（アコースティックユニット）、Standing rum taste（フォークデュオ）、

Green Supply（アコ－スティックPOPJazz）、礒道和久（弾き語り）、シンガリ（J-pop）、Ｒｙｏ（フォーク）、「つたえ」（ジ

ャズ）、白敲会（詩吟、尺八）、おこさまらんち（アイドルユニット）、CREED（アコースティックデュオ）、万貴音（音楽）、

小田貴音（音楽）、Free Face（フォークR&B）、Hanabow（フォーク）、ノラ猫キャッツ（青春パンク）、井本裕介（ミニマ

ル系ポストロック)、FULLEG TON（クラシック）、本家熊野屋 （ギラギラニューミュージック ）、橘高優士（弾き語り）、

POPFINDS(ポップス系ロック )、脱走アラーキー&ザ・キャメルコーヒーメーカーズ(エモーショナルロックバンド)、   

sEX少女逮（パンクフォーク）、ko-ko-ro（フォーク）、たろずや本舗（音楽）、天道虫（ガールズロックバンド）、mosh（Rock 

Pops）、光島八千代（歌謡曲）、三好清隆（歌謡曲）、音楽交流出前ブース（from 沖縄、from松山・予定）《順不同》 

＜ブース＞エントリー 9組 

夕キ（絵画）、KAME（アート）、AONEKO（オリジナルアクセサリー）、CHORO（アート）、SORA-CS（イラスト）、AURORA FLOWER 

/ミノリ（イラスト）、yucca.（アート）、オノマリコ／アートカプセル （イラストなど）、スタジオ・ヴアイン＆ﾌﾗﾜｰｱｰﾄ O’tea

（クラフト）《順不同》 

 

《インディケットひろしま2006～参加者特典》 

☆参加者にはこんな特典が！協賛団体・企業などによる各賞やケータイでの人気投票なども用意しています！ 

●INDIKET賞：INDIKET2006コンピレーション・アルバム・500枚リリースします。 

あなたのオリジナル作品が収録されたり、カバーデザインに採用されます。 

＊ＣＤプレス500枚・（株）ディスカバリーファーム提供 

●（株）ディスカバリーファーム本間賞（仮称） 

＊FM札幌（スポンサー：ディスカバリーファーム）に音源が流れる。動画もネット上で流れる。 

●金座街商店街賞：＊金座街のテーマソングＣＤ制作権と制作料を支給！ 

●音楽学校エムアイジャパン広島校賞：８～１０万相当のエレキギター１本進呈 

●ひろしまＰステーション賞：あなたのオリジナル楽曲が放送で流れます！ 

●ライブ「楽座」賞：ライブ開催権ゲット！  

●アートスペースＨＡＰ賞：展覧会開催権ゲット！  

●広島市中央部商店街加盟協賛店から豪華賞品をゲット！（以下、予定です!） 

・「てんぐ賞」：創業３８５年、宝石の本通「てんぐ」様より 
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・「デンスケ賞」：モツとテール、肉料理の並木通り「デンスケ」様より 

・「シモムラ賞」：創業１３２年、時計・宝石の「シモムラ」様より 

・「ナカオカ賞」：エンゲージリングはナカオカで、金座街の「ナカオカ」様より 

・「マルタカ賞」：おもちゃとゲーム、本通の「マルタカ」様より 

・「フィギュアWAKASAYA賞」：インディケット限定ショップ「フィギュアWAKASAYA」様より 

●INDIKET専用サイト上でPRやプロモーションができます。 

●その他、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。 

■入場料：¥1,000 （税込） 

■チケット取扱い：広島市内有名プレイガイド、市内有名ライブハウスにて 

■お問合せ：アートひろしま制作委員会事務局 

〒730-0037広島市中区中町1-27久保広ハイツ701（ＮＰＯ法人セトラひろしま内） 

tel:082-545-7611  fax:082-545-7612  e-mail:info@indiket.net 

★詳しい情報は‥INDIKET HIROSHIMA 公式サイト http://www.indiket.net/ 

 

┏┓ 

┗■ 【４】岡本太郎「明日の神話」広島誘致市民活動  TARO’s Port Hiroshima NOW 

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

「明日の神話」誘致に巨大パズル企画 

10月27日（金）・市民球場にて市民イベント（ナイター）開催！ 

 原爆をテーマにした岡本太郎の巨大壁画を広島市に誘致しようと活動する「明日の神話」広島誘致準備委員会（山本一隆

委員長）は10月27日に開く誘致会発足式のイベントを決めました。壁画の実物大ジグソーパズルを作り、広島市民球場（中

区）で市民約1700人の手で組み上げるというものです。 

パズルは縦5.5メートル、横30メートルの壁画を実物大で約1700のピースを作ります。参加希望者には、誘致活動のた

めの寄付金を募り、引き換えに参加証を交付し、当日、市民球場でピースと参加グッズを手渡し、イベントに参加してもら

います。 

同委員会は球状建設後の市民球場跡地を壁画誘致の適地として提案しており、イベントはそのアピールを兼ねています。

誘致会会員も募ります。 

 

パズル版原稿 

●署名にご協力ください！！  

活動に賛同し、署名活動に協力していただける方は、岡本太郎「明日の神話」広島誘致準備委員会事務局（NPO 法人セトラ

ひろしま内）にお問合せください。署名票等をお送りいたします。 

詳しくは： http://www.taros-port.jp/ 
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┏┓ 

┗■ 【５】キッズいけばなスク－ル 

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

９月２日、交流プラザでいけばなスクールを開講。 

８月に制作したやきもの花器が出来上がってきました。しっかりとした焼き上がりで、子供達は、大満足でした。焼くとか

なり小さくなることも実感したようで、いろんな面で、お勉強になったと思います。 

「感性を磨く」というこのスクールの理念に添って、９月３０日、県立美術館の「藤田嗣治」展を見に行く予定です。

一つでも感動することがあればいいと思っています。                        （たけざわ 和）

 

 

┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

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

８月２３日（水）袋町公園で“地蔵まつり”が開催され、大勢の人々で賑わいました。子ども達もご父兄も、たくさん集ま

り楽しんでおられて、地域に根ざした本当に良い祭だなと感じました。 

公園の東北角にある、お地蔵さんは永井紙店の会長さん一家で周辺の清掃なども行い、毎日、２０年以上もお守りをされて

いるそうです。我々の美化活動も地道に長く続けることが大事だと、あらためて思いました。        （本山 剛）

■８月活動報告 

● 袋町公園美化・定期活動➡➡今月の美化活動は酷暑の中、計５回行いました。最終日の３１日は参加のみなさんに 

小雨の中、頑張ってもらいました。みなさん、お疲れさま。 

■９月活動予定 

● 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（７日、１４日、２１日、２８日） １０：００ 袋町公園集合        

                   ＊２１日は  ９：５０ アリスガーデン集合です 

 

 

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

■「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◇━ 
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