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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
やっと冬らしくなってきましたね。やっぱり冬は寒くないといけません！ しかしお体には気をつけて下さいね。
さて、１１月恒例の「えべっさん」は雨で流れてしまいましたが、アリスガーデンでは AH!と「こども広場」を何とか開催
することができました。初めての試みとなった「こども広場」は、県の子育て支援部門からの声掛けで、多くのボランティ
アの皆さんの力によって実現しました。アリスに出来たその空間に、新たな可能性を見たような気がします。今後も都心部
の子育て支援企画として他のイベントでも実現したいですね。また、グリーンチームによる、袋町小学校のフラワーポット
の花の植え替えの写真を撮りに行きました。この子供たちが成長して「ここに花を植えたんだ」と覚えていてくれれば、広
島がもっと良くなるような気もします。未来を作るのは子供たち、それを育てて見守る熟年、そんな人たちの手助けをした
いですね。それから本山理事のご尽力によって、ソロプチミスト広島様よりセトラの日頃の活動に対して表彰状と賞金を頂
きました！！とても励みになります。お金も助かりますし．
．
．
さぁーそして、今月２２日は「明日の神話・広島誘致会」の正式な発足式です。皆様、万障お繰り合わせの上、必ずのご出
席と、一人でも多くの方にお声掛けをお願いします。山本一隆さんのご尽力のおかげで、組織も援助金も固まりつつありま
す。是非ともご支援のほど、よろしくお願いします。
では、遅くなりましたが今月も盛り沢山のセトラ通信をご覧下さい。
（NPO 法人セトラひろしま理事長 若狭 利康）
……＜目次＞………………………………………………………………………………………………………………………………
【１】グリーンプロジェクト NOW
【２】アリスガーデンパフォーマンス広場 AH! NOW
【３】岡本太郎「明日の神話」広島誘致市民活動 TARO s Port Hiroshima NOW
【４】インディケットひろしま NOW
【５】地域環境プロジェクト NOW
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
┏┓
┗■ 【１】グリ−ンプロジェクト NOW
└────────────────────────────────────────────────────
平和大通りも並木通りにも 春の花パンジー が植えつけられました。春の花としてあまりにも定番ですが、その美しさは
万人に好まれます。今から冬を越して来春５月まで咲き続けます。ところが、先日長いアメリカ生活から帰った友達が、
「ど
うして今頃パンジーを植えるのか？」と聞きます。自分が住んでいた町ではパンジーは春に植えて、夏の間楽しみ、秋に枯
れるというのです。広島とまるで反対です。ウ〜ンなるほど、きっとその町は緯度が高い地域で、冬はあまりにも厳しすぎ
て花が咲くことができない。パンジー自身が咲くのに一番好み気候と温度の時期は、ちょうど夏の期間であったということ
です。世界は広い、パンジーは 夏の花 ・・・植物のしたたかさも感じます。
（橋本まちこ）
グリ−ンプロジェクト
■活動報告
☆１１月１６日(木) 10：00〜12：00 ハートフルオアシス協働作業
９２名参加
並木大通り、パンジーの植え付け アリスガーデン植物の手入れと美化活動
並木通り、正面ロータリーが一気にパンジー花壇になりました。
報道でも取り上げられました。
並木通り商店街振興組合さまより、飲み物を全員にいただきました。ありがとうございました。
※アリスガーデン内の大型ウッドコンテナ５基、順次植え替え作業に入りました。
ペイントして模様替えし、新しい土に緑の植物と花を植え込みます。
来春１月までの予定です。
☆１１月１９日(日) 9：00〜12：00 河原町公園 住民の手による花壇づくり
約２０名参加
１０月に下準備をした花壇に花、球根を植えつけました。今元気に育っています。
☆１１月２６日(日) 13：00〜16：00 リボンクラブ協働作業
１０名参加
舟入病院の花壇づくり。４ヶ所の花壇に春の花数種類を植え付け、正面花壇には、自分たちで播種したビオラ
の苗を植えつけました。
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■活動予定
☆１２月２１日(木) 10：00〜11：30 ハートフルオアシス協働作業
アリスガーデン、並木通り、袋町公園などの花植えと美化活動。
寒さも本格的になります。防寒対策でご参加ください。
☆アリスガーデン大型ウッドコンテナの模様替え順次進行予定
興味ある方の参加、歓迎します。セトラひろしま（ 545‑7611）までご連絡下さい。
ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
■活動報告
☆１１月 ８日(水) 定例活動
参加者：倶楽部員１９名・交流プラザ職員２名
袋町小１年生さんとプラザ前こげ鉢コンテナへ９/１種まきしたパンジーを植え込みました。
秋晴れの下、可愛い１年生さんとアットホームな雰囲気の中、楽しい協働作業でパンジー花壇ができました。
５月連休明け頃まで 次々と花を咲かせてくれるでしょう。
☆１１月 ９日(木) 袋町公園 参加者４名
パンジーの植え込み。
赤とピンクのきれいで明るいパンジ−花壇になりました。
☆１１月２２日(水) 平和大通り サークル花壇
参加者６名
皆でデザインを考えながら、レッド、ピンク（パンジーとビオラの中間）
、
ホワイトの花を まあるく 植えました。
■活動予定
☆１２月１３日(水) 定例活動 交流プラザ前 ハンギングの植え込み
平和大通りサークル花壇
ご多忙の時期ですが、皆さんの参加をお待ちしています。

━━* 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！１１月リポート

◆ＡＨ！PRESENTS

HAPPY!えびす

■日時：2006 年１１月１８日（土） 16：00〜20：45 ◎天候：雨 ◎観客動員：4,500 人 ◎出演者：36 人
■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：15:00〜20：45
15：00〜

▼広島⇔松山交流ライブ

●佐藤 潤

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

18：45〜

▼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）
」

19：45〜
▼Super Live in Alice 「えびす座」●「和楽陽炎」
、まつり舞「トレジャーシップ」
、
「榊記彌栄 with お琴組 RIN」
■ブース展開： 「もったいないおばさんのこども広場」
、
「明日の神話」応援ブース
■今月のビジュアル提供：小林千尋

⇒えべっさんの当日、朝、雨が降りだす、雨も冷たく心も侘しくなる、だんだんひどくなる、昼頃、中央通りイベントの中止
決定がでる。それでも「AH!」はやる。ありったけのテントを設置して観客席をつくって準備。
⇒今月は AH!カフェはなく、その代わり「もったいないおばさんのこども広場」がオープンした。少子化対応の子育て支援活
動の実験的な取り組みが行われた。お子様づれでも祭りを楽しめる‥という分けだ。さまざまな団体・グループの協力によっ
て、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
イクル子ども服のバザーなどが準備され、マスコミもつめかけた。しかしこの雨で、2 時間程でクローズ。残念！でも、この
試み、これからどんどんやって欲しいものである。AH!でも、毎回キッズコーナーができるのが理想的。
⇒さてステージ。
「広島⇔松山交流ライブ」は、おなじみ佐藤潤さんの登場。今月から航路のダイヤが変わり、早めに出演、
でないと船に乗り遅れてしまう。ちなみにこの人が AH!にでる時は、だいたいいつも雨、雨男かといってからかう。
⇒今月のメインは何といっても、
「えべっさん」仕立の、
「和」を強調したステージ、謂わば「和楽」ステージだ。トップバッ
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ターは、和太鼓「彩（いろどり）
」
、このグループは、神楽・民謡・萬歳・能狂言など伝承・伝統芸能の要素を織り交ぜて独自
の立体的手法で展開している注目すべき表現集団。当日の演目の中でも「豊漁えびす太鼓」などは、広島の神楽の要素を、現
代に生きる我々にも分りやすくしかもエンターテーメント性に富んだ構成で楽しませてくれた。まさに今の「えべっさん」に
ふさわしい表現であり、観客にも受けた。
⇒次なる登場は、Super Live in Alice 「えびす座」というくくりで、
「榊記彌栄 with お琴組 RIN」
、
「和楽陽炎」
、まつ
り舞「トレジャーシップ」というラインナップ。超ベテランぞろいのアーティストによる「和楽陽炎」はもちろん、しっかり
と構成された流れの中で、
「和」のテイストのエッセンスを楽しませてくれた。最後には、まつり舞「トレジャーシップ」が
加わり、全員のセッションで盛り上がり、祭りの夜を閉じた。
⇒この日、トレジャーシップが踊った踊りは、だれもが踊れる「民舞」を広島から発信！と、AH!のメンバーも加わり現在進
行中の制作プロジェクトから生まれた「まつり舞」だ。当日は、音源に生楽器の音が加わりライブ性とともに厚みが増した。
完成までにはまだまだだがこの取り組みを続けていきたい。
⇒これらの演目の間、こういった「和」を基盤にした新しい取り組みの反応を確かめるため、聴衆に「和楽アンケート」を行
った。これは今セトラひろしまも参加している「広島流・夜街文化」創出プロジェクトの一環として行なったものである。広
島の「和」を基盤とした新ローカル芸能の創造‥聴衆の大多数は、こういった取り組みを支持しているという結果となり、い
い報告書ができそうだ。
（報告：石丸良道）

和太鼓「彩（いろどり）
」

「和楽陽炎」

まつり舞「トレジャーシップ」＆「和楽陽炎」
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◆ＡＨ！PRESENTS クリスマス「アートの小箱」

Alice X mas ART Boxs

■日時：平成 18 年 12 月 23 日（土） 15：00〜20：30 ■場所：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、広島ホームテレビ
■企画内容：ライブステージ・オープンカフェ・クリスマス ART バザール・
「明日の神話」応援ブース
●ステージ
15：00〜
15：00
▼松山⇒広島 ミュージシャン交流ライブ
16：00
▼MI ジャパン presents AH!ステージ
18：00〜18：45
▼ＡＨ！STAGE ●ヴァイオリン＆キーボード ＊クラシックでクリスマス音楽プレゼント
19：15〜20：00
▼エンタメ広場 ●大須賀聖歌隊＆ロケットピストルズ
●ブース展開： 13：00〜
AH!CAFE、
「明日の神話」応援ブース、広島ホームテレビ協賛ブース

◎「クリスマス ART バザール」 アートで飾る！クリスマスのアリス！
●アート・クラフト・アパレル等オリジナル作品
A：マイ・スペース出展：スペース⇒アリスガーデンの床面モザイク 1 区画分
B：アートバザー・テント出展
C：似顔絵小屋（3ｍ×3ｍテント、側幕付、暖房あり）

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

いよいよ正式組織「誘致会」発足！
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。これまで準備会として活動してまい
りましたが。この度「岡本太郎『明日の神話』広島誘致会」発足会を下記の通り開催し、本格的な活動の展開を目指すこと
になりました。みなさま！ご多忙中とは思いますが、是非ご参加いただきますよう、お願い申し上げます。
記

「岡本太郎『明日の神話』広島誘致会」発足会
■ 日 時：2006 年１２月２２日（金）18:00〜20：30
■ 場 所：中国新聞会議室 （中国新聞ビル７階）
広島市中区土橋町 7‑1 TEL082‑236‑2455
■ 内 容：18：00〜 発足会
18：30〜 懇親会（立食パーティー・楽しい趣向も用意しております。
）
■ 会 費：3,000 円 (岡本太郎「明日の神話」広島誘致会の年会費 1,000 円分が含まれています。)
＊どなたでも参加できます。お誘い合わせの上ご参加ください。
■ お問合せ先：岡本太郎「明日の神話」広島誘致準備委員会事務局 特定非営利活動法人セトラひろしま内
＊参加ご希望の方は、
、FAX または MAIL にてご返信ください。大変恐れ入りますが、12 月 20 日までにお申し込みください。

お申し込みは：fax 082‑545‑7612

e‑mail taro@cetra.jp

●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。

詳しくは：http://www.taros‑port.jp/
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┏┓
┗■ 【４】インディケットひろしま NOW
└───────────────────────────────────────────────────

インディケットひろしま 06 コンピュレーションアルバム
制作決定！

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
厳正な選考によって、以下のアーティストがエントリーしました。
エントリー・アーティスト（15 組）
１ Free Face（人気投票 第 1 位）
２ Hanabow（人気投票 第２位）
３ Standing rum taste（人気投票 第３位）
４ Green Supply（人気投票 第４位）
５ Little Key（人気投票 第５位）
６ 万貴音 or 小田貴音
７ Ｒｙｏ
８ POPFINDS
９ 本家熊野屋
10 礒道和久
11 CREED
12 ko‑ko‑ro
13 光島八千代
14 天道虫
15 橘高優士

➸アルバムは 500 枚全国流通ネットでリリース、販売の予定。乞うご期待！
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

★インディケットひろしま：http://www.indiket.net/

┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└─────────────────────────────────────────────────────
１１月９日、袋町公園花壇は春の花 パンジー に植え替えを行いました。花色は赤、ピンク、白が基調で周辺が華やかな雰
囲気に変わりました。寒さに耐えて来春５月ゴールデンウイークまでは頑張ってもらいます。袋町公園は木々の紅葉や黄葉と
落ち葉の絨毯がきれいですよ。みなさんに足を運んでみてください。３０日の美化活動は、パンジーも埋まる大量の落ち葉の
処理でゴミ袋も１０袋もなりました。当分は落ち葉の処理がメインの活動になります。
（本山 剛）
■活動報告（１１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、爽やかな風に吹かれて計４回行いました。
ガーデナー倶楽部から４名の参加とご指導をいただき、花壇の花植え替えを行い、パンジーを５２０個植えました。
● えべっさん おそうじ隊活動➡➡雨の為、当日１６時に中止を決定しました。準備万端でしたが残念でした。
ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。来年またよろしくお願いします。

■活動予定（１２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（７日、１４日、２１日） １０：００ 袋町公園集合
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■「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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