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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

木枯らしが吹いて急に冬らしくなってきました

下さい。インディケットに続くセトラにとって

＠市民球場」が無事に終了いたしました。結果

ターの方の力量とボランティアの皆さんの頑張

出」という意味では成功とは言い難い状況です

する」というコメントを取りつけたことは、最

す。お疲れ様でした！これからは「市民球場跡

存です。 
そして１１月といえば「ゑびす講」、そしてセト

に、中央通りはホコ天となり夜神楽と祭舞が演

ります。それに加えて今年は「子育て支援」と

連携による新たな事業です。ご注目ください。

ーンチームが大切に管理しているフラワーポッ

ても不穏な動きもありますし、今後の対策が必

さぁ、今月も内容満載のセトラ通信です。どう
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┗■ 【１】グリ－ンプロジェクト NOW 

 └───────────────────

１０月末の６日間、中国四川省重慶市を旅する

察に精を出してきました。重慶空港から市内に

センナの満開の黄色い花がどこまでも続き、目

実った大豆、緑濃い葉のサツマイモ、はるかか

ンの果樹が続き、さわやかな竹林やポプラの高

花と言うことです。街の中心街や公園には、鉢

街の景観作りに樹木も花も、大切にしているよ
 
グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

☆１０月８日(日) 中区河原町公園 花壇

地域住民約２０名参加 

公園内のサツキの植栽の一部を開墾し

住民の皆さんのパワーがすごい！ 

☆１０月１９日(木) 10：00～11:30 ハー

全参加者 １１６名 

秋たけなわのこの日、アリスガーデン

業をしました。ありがとうございまし

■活動予定 

☆１１月１６日(木) 9：50～11：30 ハー

並木通りへのパンジー植え付け作業の

集合：アリスガーデン （帽子、飲料

雨天の場合；問い合わせ；9：00～ 

☆１１月１９日(日) 9：00～12：00 中区

 

 
セ ト ラ 通 信

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

ね。娘が高熱を出して寝込んでしまいました。皆様もお体には十分にご注意

の一大イベントであった岡本太郎「明日の神話」広島誘致「10.27 市民 ACT

は「見事に成功、見事に失敗」と言えます。イベント自体はプロ・ディレク

りによって見事に成功しました訳ですが、当初の目的であった「運営費の捻

。しかしながらマスコミの取材によるPR効果と、広島市長から「誘致に協力

大の効果と成功であったと言えると思います。関係者の皆様に感謝いたしま

地利用」への働きかけと、正式な「誘致委員会」の設立に向けて邁進する所

ラが請け負っている「えべっさん」が目の前です。今年は初日の１８日(土)

じられ、アリスガーデンでは AH!のえべっさんバージョンと演歌まつりがあ

して「もったいないおばさんの子供広場」が設置されます。ボランティアの

それにしても最近のアリスガーデン近辺の夜の荒れようはひどいです！グリ

トが壊されたり、暴走バイクやチーマーが集まっています。胡子大祭に向け

須となっています。関係各所と連携して対策を打ちたいと考えています。 

ぞご一読ください。    （NPO法人セトラひろしま理事長 若狭 利康）

……………………………………………………………………………………… 

 NOW  

動 TARO’s Port Hiroshima NOW 

気にする」懇親会開催報告 

……………………………………………………………………………………… 

───────────────────────────────── 

機会を得、雲南から四川にかけては照葉樹林帯の故郷ということで、植物観

向かう高速道の両サイドは、樹木が美しく植栽され、ちょうどマメ科のハナ

にも鮮やかでした。約５００Ｋｍ先の成都に向かうバスの車窓から、黄色く

なたまで果てしなく耕作された、パッチワークのような野菜畑、ビワ、ミカ

木が風で揺れる広大な大地を、飽きなく眺めました。重慶市はツバキが市の

花をたくさん並べて花壇を作り、今まさに、怒涛のように発展するこの街で、

うに感じました。                  （はしもとまちこ）

の土壌づくりの基礎作業 

て、３ｍ×６ｍの花壇を新しく作り上げました。町内会長を中心に、地域

トフルオアシス協働作業 

、並木通り、袋町公園をたくさんの参加者でチカラをあわせ気持ちよく作

た。 

トフルオアシス協働作業《自由参加》 

予定です。 

水など、スコップがあれば持参ください） 

５４５－７６１１（NPO法人セトラひろしま）  

河原町公園 花壇に花の植え付け《自由参加》 問い合わせ；舟入公民館 
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☆１１月２６日(日) 9：00～12：00 舟入病院 花壇に花の植え付け《自由参加》 

問い合わせ；舟入公民館 

ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 

■活動報告 

  ☆１０月１１日(水) 定期活動 参加者１５名 

   大型コンテナへなでしこ７０ポットを植え込みました。ニチニチソウから秋の装いとなりました。 

   育苗パンジ－の手入れも行います！ 

  ☆１０月２０日(金) 育苗パンジ－の手入れ 参加者６名 

   倶楽部員の愛情いっぱいのメンテナンスで元気に成長しています。 

■活動予定 

  ☆１１月 ８日(水) 定期活動 

   集合場所；9：50 市民交流プラザ １Ｆホ－ル 《袋町小学校１年生とパンジ－の植え込み作業》 

  ☆１１月 ９日(木) 袋町公園花壇植え込み 

  ☆１１月２２日(水) 平和大通りサ－クル花壇植え込み 

 

━━* 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！１０月リポート  

◆ＡＨ！PRESENTS  “Canta el Grillo! ” 歌えコオロギ！  
◎１０月２１日（土）15：00～20：30 ◎中区アリスガーデン   ◎観客動員：7,500人 ◎出演者：12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㈱ 

■ステージ：15:00～20：00 

15：00～      ▼MIジャパン presents AH!ステージ 

        ●staying’roots ●momo 

16：30～    ▼広島⇔松山交流ライブ 

        ●CREED 

18：00～    ▼「明日の神話」広島誘致応援ライブ 

        ●「未来アート」・礒道和久 

18：15～       ▼エンタメ広場  

        ●サンゲチチ（パフォーマンス） 

19：00～    ▼Super Live in Alice 

        ●石澤ファンダメンタル ＊石澤良一と仲間たち！！ 

■ブース展開： “AH!CAFE”、「明日の神話」応援ブース 

■今月のビジュアル提供：SORA-CS 
 
⇒秋！晴天。野外ライブには最良の時期。今月はステージテントなしの貧乏バージョン。でも「明日の神話」応援ブースなど

少し趣向を凝らす。 

⇒MIジャパンpresentsは「staying’roots」のバンド演奏。今回はスピーカーの向きを変えたり、遮音用の幕を張ったり工

夫し、音のクレームが出ないように工夫した。意外と効果があることが判明、次回からこの手は使える。「momo」は女の子の

弾き語り。さわやかな歌声が印象に残る。 

⇒「広島⇔松山交流ライブ」、今回は広島側から2人組アコースティックユニット「CREED」が登場。最近聴くたびに実力が増

しており、聴衆を惹きつける何かをつかんでいる。 

⇒夕方になり、岡本太郎「明日の神話」広島誘致応援ライブとして礒道和久が自作「未来アート」という曲を歌う。「大切な

のは未来を描くこと‥」とこの市民活動にはぴったりの曲。やわらかく素直な感情で歌った。 

⇒今月お薦めの異色コーナーは、「サンゲチチ」のパフォーマンス。京都からメンバーもかけつけ実演？大人が子どもの遊び

をしているようだ。ユーモラスなところもありオーディエンスも喝采した。 

⇒Super Liveは、「石澤ファンダメンタル」が出演。軽妙なMCとメリハリのある構成で、文句なくこれぞ「ライブ」。 

⇒ステージは全般に、今月のテーマ“Canta el Grillo! ”「歌えコオロギ！（スペイン語）」 にぴったりの内容であった。み

んな人生という虫かごの中に捕えられながらも精一杯歌って死んでいくコオロギかも知れない。命短し歌えよ乙女！ 

（報告：石丸良道）

 2



 

  
momo                    「未来アート」・礒道和久 

 

  
サンゲチチ                  石澤ファンダメンタル 

 
 

 
 

◆ＡＨ！PRESENTS “HAPPY!えびす”  

■日時：2006年１１月１８日（土） 16：00～20：45  ■場所：中区アリスガーデン   

■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 

■ステージ  16：00～20：45 

16：00  ▼MIジャパン presents AH!ステージ   

17：00  ▼松山⇒広島 ミュージシャン交流ライブ 

18：00  ▼「明日の神話」広島誘致応援コーナー ●「未来アート」・礒道和久（弾き語り）  

18：45  ▼まつり舞「トレジャーシップ」、      

19：00  ▼神楽的パフォーマンス ●和太鼓「彩（いろどり）」   

＊神楽・狂言・民舞の要素を取り入れたパフォーマンス性の高いステージをお届けします！！ 

19：45  ▼Super Live 「アリスえびす座」公演 

●「和楽陽炎」 ●まつり舞「トレジャーシップ」 ●「お琴組RIN」 

＊だれもが踊れる「衆舞」を広島から発信！と、AH!のメンバーも加わり現在進行中の「まつり舞」制作プロジェクト。完

成までにはまだまだだが、今回「えべっさん」に合わせ新バージョンでお目見えする。乞うご期待！ 

●陽炎囃子（即興的邦楽バンド） 

従来の邦楽の殻を破りオータナティブとも言えるジャパネスク・フュージョンバンド。メンバーは通常それぞれのジャンル

でプロフェッショナルな活動を行っているプレイヤーであり、このユニットのために結集する。切れ味バツグンのドライブ

感でユニークなライブ世界を創りだす。 

メンバー：榊記彌栄（箏）・梶川純司（篠笛）・水木恒夫（パーカッション）・川本貴寅（津軽三味線） 
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■ブース： 

～子どもと一緒に「えべっさん」に行こう！～ 

◎「もったいないおばさんのこども広場」：12：00～19：00  

・子ども向けの食事や飲み物（ジュース・うどん・玄米かゆ等）・ベビーベッドや授乳用スペース 

・子どもの遊び場 ・リサイクル子ども服 

＊協力団体：広島市中央部商店街振興組合連合会・広島市ボランティア情報センター（社会福祉協議会）・NPO法人よもぎの

アトリエ（もったいないおばさん）・子育て応援ネットワーク子育ておたがいさま～ズ・安田女子大学・財団法人ひろしま

こども夢財団・広島県こども夢プラン推進室 

◎「明日の神話」応援ブース 

 

 

┏┓ 

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

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

「１０.２７市民ＡＣＴ＠市民球場」報告 

市民2000人の手で実物大パズルが完成！  

 

セトラひろしまが事務局を担当している岡本太郎作『明日の神話』広島誘致市民活動。初の大きなイベントとして 10 月

27日、広島市民球場で、「１０.２７市民ＡＣＴ＠市民球場」が行われた。 

朝 10 時より、ボランティアが集まり設営を行う。昼から入念なリハーサルを行いいよいよ本番に突入‥あっという間に

時間がたつ。ボランティアについては高校生、専門学校生、大学生、市民有志と総勢170名位…短期間でよく集まったもの

だと思う。パズル制作に係わるボランティアだけでも 60 人、残りは設営、受付、会場誘導、署名担当と割り振りし、それ

ぞれ仕事内容を指示するのにオオワラワ。      

さて本番が始まる。市民参加者は約2000 人。約 2 時間で実物大パズルが完成。全員で記念撮影を行う。実物大のスケー

ル感を感じるとやはり作品はすごい。参加した人みんな納得して帰っていったように思う。ボランティアもみんな実にスム

ーズに役割をこなした。彼らにとっても今回の体験は貴重なものとなるだろう。 

全般に今回の市民ＡＣＴ、シンプルで心のこもったイベントだった思う。報道陣も多くかけつけ新聞・テレビに数多く取

り上げられ私たちの活動の＊PRになったのは言うまでもない。 

もっとも、イベント計画から実施まで2ヶ月しかなく、事務局は本当に大変だった。 

 

＊このイベントの影響によるのか、広島市長は作品受入を公式に表明した。 
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制作風景 



 

 
完 成！ 

 

●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。署名用紙等をお送りいたします。 

詳しくは： http://www.taros-port.jp/ 
 

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW 

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

１１月に入ると袋町公園の花壇で半年間、彩りを添えてくれた夏の花“ジニア”から、春の花“パンジー”に植え替えです。

また、広島のお祭り“えべっさん”のおそうじ隊活動ボランティア募集中ですが、“ゆかたできん祭”に引き続き、日本たば

こ産業と山根木材さんが参加を申し出ていただき、とても心強いです。だんだんと募集に苦労しなくて済みそう。お祭りを

裏方で支えるボランティア活動に、学生だけでなく企業の参加が定着してくれるといいですね。 

（本山 剛）

■活動報告（１０月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡今月の美化活動は好天に恵まれて、爽やかな風に吹かれて計４回行いました。 

              昨年６月から始めて累計で５７回になりました。 

●中区のボランティア花壇「花の意見交換会」➡➡１０月２日（月）中区区政振興課主催で行われ、袋町公園の花壇の 

              担当で本山が出席しました。ガーデナー倶楽部からも共同代表２名出席されました。 

■活動予定（１１月） 

●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、１６日、３０日） １０時 袋町公園集合        

   ＊９日は 花壇にパンジーを植え込みます。 

 ●“えべっさん”おそうじ隊活動（中央通りゴミステーション４箇所の管理と一斉清掃） 活動時間18：00～22：30   

  ★日時＆場所：１１月１８日（土） １８時 アリスガーデン集合です。 
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┏┓ 

┗■ 【５】平成１８年度定期総会＆「広島のヘソを元気にする」懇親会開催報告 

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

 ●総会：１０月１８日(水) 18：00～19：00 エンジェルパルテ 

   ☆平成17年度の事業報告と決算報告が承認され、平成16年度から推し進めてきた「大改革」に伴い、借入金も完済

し、黒字決算を迎えることができました！また、平成18年度の事業計画では、以下に注力することになりました。 

●各方面と連絡を密にし、歩調を合わせながら広島市中心部の活性化に取り組む 
【各方面】＊中振連の「中心市街地活性化法基本方針への提言」 

＊ＲＣＣを中心とした「広島流・夜街文化」プロジェクト 
＊アニメによる街づくり「ポールイマージュ広島」 他 

●岡本太郎「明日の神話」広島誘致活動 
   

《課題》●セトラ次世代の担い手の育成 ●事務局体制の見直しと強化 ●商店街と密着した新事業の開拓 

●他のＮＰＯや企業との連携  

 

●「広島のヘソを元気にする」懇親会：１０月１８日(水) 19：00～21：00 エンジェルパルテ 

  ◎参加者３３名 ◎広島の「へそ」を元気にする会として開催。「セトラひろしま」の活動に関心がある各方面の方々

が参加。「VINHO AZUL」の演奏、磯道和久（岡本太郎「明日の神話」広島誘致応援テ－マ）の弾き語り、ビンゴゲ－ム

など、セトラらしい趣向もあり、食事をしながら大いに語り、楽しみました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

■「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 ２９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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