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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
２月だというのに暖かい日が続きますね。このまま春になってしまうのでしょうか？ 何かイヤ〜な感じですね。
さて、２月のセトラは春に向けての準備期間という感じで、表面的には大きな動きはありませんが、水面下ではゴソゴソ
動いております。まず「広島流夜街文化創出コンソーシアム」が大詰めを迎えて、レポート提出などに追われております。
また「アリスガーデンパフォーマンス広場事業ＡＨ！」も、今月は資金不足でお休みですが、来年度、半額になった広島市
の負担金に合わせて方向修整を準備中です。そして、グリーンプロジェクトにおいてもアリスガーデン周辺の新しいプラン
ターを提案中です。最重要課題である、岡本太郎「明日の神話」広島誘致も、１２月に正式な誘致会が発足し、先日、第１
回の運営委員会が開催されました。そこで現在の状況と今後の方針が確認されました。それに則って今から本格的な活動が
始動します。皆様、ご協力の程、よろしくお願いします。
さて、私個人は、中央会さんの要請を受けまして熊本に講師として行くことになりました。県外遠征は初めてなのでちょっ
と緊張しながら毎日、講演内容を考えております。去年から恒例の「ライヴ楽座」さんご好意による「ワカサナイト」を企
画中です。この二つで頭がフル回転中の今日この頃です。さぁー、今月もどうぞセトラ通信をご覧ください。
（NPO 法人セトラひろしま理事長 若狭 利康）
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┏┓
┗■ 【１】グリ−ンプロジェクト NOW
└────────────────────────────────────────────────────
広島以外の街を訪ねると、その街の公共花壇や大型コンテナのデザインや設置の仕方などがいつも気になります。
１月に横浜のみなとみらい２１地区近辺を歩きました。メイン通りの花のコンテナは黒いがっちりとした船の形をしていま
す。この中に四季とりどりの草花を植え込み、異国情緒あふれる町並みづくりに一役買っていました。
国際平和文化都市広島は・・・さて・・・アイデアを出し合わねばと思っています。
（橋本まちこ）
グリ−ンプロジェクト
■活動報告
☆１月１８日(木) 10：00〜11：30 ハートフルオアシス協働作業 ９２名参加
①並木通り、袋町公園、アリスガーデンの美化清掃、パンジーなどの花柄摘み、除草作業
暖かめの冬なので、多くの方の参加がありました。ありがとうございました。
②アリスガーデン大型ウッドコンテナ１基 全面整備手直し作業継続中
■活動予定
☆２月１５日(木) ハートフルオアシス協働定期活動
９：５０集合〜１１：３０予定 ◎防寒対策
①大型コンテナ３基の再設置と、早春に向けての花の植え込みを予定しています。
②アリスガーデン 白大型コンテナ再整備の下調査をする予定。
ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
●立春を迎え、日々春めいてまいります。暖冬の影響でしょう・・・・花々もとっても元気です。
■活動報告
☆１月１０日(水) 10:00〜12:30 定例活動
参加者１１名。プラザ前大型コンテナ４基へ、倶楽部員の愛情一杯のパンジー
を植え込みました。 なでしこ さんから パンジー 君へ衣替えです。
焦げ鉢のパンジー君と兄弟仲良く通りを和ませてくれるでしょう。
☆１月２３日(火) 13:00〜 プラザ前ハンギング・焦げ鉢のメンテナンス
プラザ前ハンギング・焦げ鉢、平和大通りサークル花壇のメンテナンス、
雑草抜き、水遣りと皆で和気藹々の時間でした。
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■活動予定
☆２月１４日(水) 10:00〜 ハンギング講習会 交流プラザ北棟５Ｆ研修室
講師：大橋雅江
材料代：2,500 円
早春の素敵なつり鉢ハンギングができるでしょう。
☆２月２７日(火) 13:00〜 プラザ前のメンテナンス
花がら摘み等のメンテナンス。
春の陽射しを受け、植物と触れ合って楽しみましょう。会員皆様のご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！１月リポート

◆ＡＨ！PRESENTS

Winter s Banquet

「冬のもてなし」

■日時：2007 年１月２０日（土） 15：00〜20：30 ◎天候：晴れ ◎観客動員：8,000 人 ◎出演者：10 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
●ステージ：16:00〜19：45
16:00〜
▼広島⇔松山交流ライブ
★Hi‑Fu（アコースティック・デュオ） ★Rikiko（ヴォーカル）
17:30〜
▼AH!STAGE ★ジョージ（高校生デュオ）
18:15〜
▼Super Live in Alice
★DUO Vibraphon & Saxophone
荻原里香（ヴィブラフォン） 宮田麻美（サクソフォン）
19:30〜
▼AH!STAGE
★Little Key（ボーカル、ピアノ、ハープの 3 人で結成されたアコースティックユニット。
）
●ビジュアル提供：井手佐知子
⇒今月は、カフェ展開はなし、ライブに意識を集中した。カフェについては、今、新企画を練っている最中だ。
⇒ステージはまず松山⇔広島交流ライブで幕開け。今月の交流ライブは充実していた。2 組の参加、ＡＨ！出演 3 回目の双子
姉妹デュオ「Hi‑Fu」と初参加のヴォーカル「Rikiko」のステージ。それぞれマネージャーと一緒に来て、広島でキャンペー
ンといったところ。互いにエリアを広げてプロモーションすること。こういう交流は大切だと思う。
⇒あっという間に、広場が観衆で一杯となり‥何かを待っている‥次のステージは、ただ今、旬‥話題の高校生デュオ「ジョ
ージ」が登場。彼らはフジテレビ「めざうたコンペ」で優勝、3 月はＣＤメジャーデビューという話だ。ブログや口コミで人
が集まる。金座街でストーリートをやっているが、すぐ 100 人くらいの人だかりができるそうだ。噂どおりで好感度抜群のス
テージを見せた。おそるべき高校生！メジャーデビューしてもまたアリスで歌って欲しいものだ。
⇒「ジョージ」のステージが終わると、さっと観客が引き、次々の出演者、
「DUO Vibraphon & Saxophone」は、やりにくかっ
ただろう。ビブラホーンはアリス初登場の楽器。面白い組合せで、クラシック・スタンダードナンバーを中心に、プロの腕前
による、質の高い演奏を披露するうちに、観客も立ち止まるようになった。広場において、インストルメンタルのプログラム
はヴォーカルが入る演目と比べてどうしても地味で、不利と言えるが、ライブの流れにメリハリをつける意味で大切な要素だ。
⇒最後のステージは、インディケットで評判となった「Little Key」が出演。ボイストレーナーをやっているボーカルの Meggy
（メギー）の確かな技量は説得させるものがある。またアイリッシュ・ハープという異色の音色がからむ、不思議なサウンド
は観客をひきつけた。観客の波はふたたび高まりピークでＡＨ！は終わった。ちなみに彼女達、毎月 1 回、並木通りのケーキ
屋さんでインストア・ライブをやっているそうだ。
（報告：石丸良道）
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★Hi‑Fu ＆ ★Rikiko

★ジョージ

★観衆で一杯

★Little Key

2 月のＡＨ！はお休みです！！
3 月のイベント ＡＨ！ PRESENTS

Festa AH!

■日時：2007 年 3 月 17 日（土） 15：00〜20：00
■企画内容：ライブステージ・オープンカフェ・アートバザー
●ステージ
15：00〜
15：00〜
▼松山⇒広島 ミュージシャン交流ライブ
16：30〜
▼AH!ステージ
17：45〜
▼エンタメ広場 ★ S51（予定）
広島を代表するインディーズバンド mejiri のメンバーを中心に、昭和 51 年度生うまれの広島男児が結
集。3 度の飯より音楽好き！これぞ青春の駆け込み寺！注目のヒロシマサウンド！
19：15〜

▼Super Live in Alice ＡＨ！
★ 安芸楽団
（ボーカル、篠笛＆フルート、ベース、キーボード、ドラムス、太鼓、パーカッション）

●ブース展開： 14：00〜 AH!CAFE アートバザー（似顔絵、アート小物、アクセサリー）
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┏┓
┗■ 【３】岡本太郎「明日の神話」広島誘致市民活動
TARO s Port Hiroshima NOW
└───────────────────────────────────────────────────

新手法を取り入れ、キャンペーンへ！
セトラひろしまも強力推進している岡本太郎作『明日の神話』広島誘致市民活動。誘致会も正式発足し、今年度は勝負の
年。ただ今春のキャンペーンに向けて準備しています。
●活動パンフレット 作成中！！ 近日中にお目見え！
●ホームページのリニューアル
これまでの活動や、最新の情報が反映されるようにリニューアル改築中！
●ＰＲグッズも用意！（これまでのキャップに加え、
「明日の神話」シールを作成中！）
●イベント
・４月１７日〜５月１６日 ギャラリーG で PR （岡本太郎のオリジナル絵画作品がやってくる！！）
・５月３日・４日・５日
フラーワーフェスティバル展開
①ブースにて PR・署名活動（キッズのための「アート遊び場」も企画中）
②各ステージにて PR（メインステージ・NHK ステージなど）
ミュージシャン等とコラボレーション企画中！
■ぞくぞくと協力イベントが！！！
・２月１０日 「マイハートコンサート」
（国際会議場フェニックスホール）でＰＲ・署名活動
・３月 ９日 「榊記彌栄箏リサイタル・讃歌」
（県民文化センター・18：30 開場）にてＰＲ・署名活動
（収益の一部は本会活動へ寄付チャリティー）
●署名新方式導入！
◎署名カード方式
＊メリット：これまでと違って他の人の名前、住所を気にせずに署名ができます。また管理が比較的簡単！
○署名のやり方！
①活動紹介パンフを見る ⇒②カードに記入 ⇒③回収ボックスに入れる
◎署名所（
「TARO's PORT」
）の設置
「TARO's PORT （署名スポット） で TARO's Ｖote（署名投票）！」
TARO's PORT には署名 3 点セット（①活動紹介パンフ ②署名カード ③回収ボックス）を置き、
誰もが簡単に署名できるようにします。
●TARO's PORT （署名スポット） を増殖計画！
常設（ショップ、放送局、郵便局、ライブハウスなどホームページでも紹介します。
）
仮設（イベント会場など）
●署名スポット大募集！
署名所としてワンコーナー提供していただけるようご協力お願いいたします。
《会員を募集しています。》
＊私たちの活動に参加しませんか？
法人会員
１口 １，０００円
団体会員
１口 １，０００円
個人会員
１口 １，０００円

１０口以上
２口以上
１口以上

■入会について
入会申込書（活動パンフレットに添付）に必要事項を記入の上、岡本太郎「明日の神話」広島誘致会事務局までＦＡＸあ
るいは郵送にてお送りください。
会員期間は毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日までの 1 年間です。年度途中に入会されても、12 月 31 日までとなります。
◎お問合せ：岡本太郎「明日の神話」広島誘致会事務局（NPO 法人セトラひろしま内）

fax 082‑545‑7612 e‑mail taro@cetra.jp
詳しくは：http://www.taros‑port.jp/
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┏┓
┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW
└─────────────────────────────────────────────────────
先日、地球温暖化の現状を伝える、話題のドキュメンタリー映画「不都合な真実」を鑑賞しました。ここ半世紀の急激な気候変動による
様々な現象を、映像とグラフなどで淡々と訴えかけます。京都議定書を批准していないエネルギー消費大国アメリカでも大ヒット中だそ
うです。環境問題に無関心と云われたアメリカ社会の変化のきざしかもしれませんね。
みなさん、映画を是非ご覧になってみてください。そして次の世代のために、身近なところから小さな行動を起こしましょう。映画館は
「TOHO シネマズ緑井」で一日４回やっています。お早めにどうぞ。
（本山 剛）
■活動報告（１月）
●袋町公園美化活動➡➡今月の美化活動は散乱ゴミも少なく、花壇の手入れやゴミの収集を計３回行いました。
●並木通り美化活動➡➡ロータリー花壇の手入れと周辺の清掃を２回行ないました。
■活動予定（２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（１日、８日、１５日、２２日） １０時 袋町公園集合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■「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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