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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

冬にならないまま春になりつつありますね。異

温暖化と言えば、先日の中振連の理事会で「公

やイベントを考えてはどうか？」との提案がな

を出したいなと考えます。アイデアを募集しま

がありまして、現在の事務所に残るか、それと

的要因なので、出来れば残留したいのですが、

で結論を出すことにしました。方向が固まりま

さて、２月は報告書作りなどに追われておりま

特に「明日の神話」はＦＦのイベントも目前で

を訪問予定です。また１２日には「緊急会議」

ほどよろしくお願いします。その他、「アリスガ

ますし、「ゆかたできん祭」もすでに始動してお

また支援関係にある「キッズいけばなスクール

けております！今月も盛りだくさんの「セトラ
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┗■ 【１】グリ－ンプロジェクト NOW 

 └───────────────────

東京の青山にある岡本太郎記念館に、最近何回
大きくはない都心の真ん中のこの庭？に、野生
かに場を占めて、植物と作品が一帯となった不
ミヤツデ、下草にはアカンサス、クサソテツ、
生の地もバラバラな植物ばかりです。岡本太郎
さて、どんな植物か図鑑でもう一度調べてみま
 
グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

☆２月１５日(木) 10：00～11：30 ハー
①暖かい冬で、この日もポカポカとよ
コニファーなど植え込み。並木通り

②アリスガーデン大型ウッドコンテナ
と真ん中にピンクでハートのマーク
・・・さてナントかいてありますか

■活動予定 

☆３月１５日(木) ハートフルオアシス協

  ①ハ－トフルオアシス協働活動 アリ

 ②アリスガーデン内の白いコンテナ３

の処理をした後３つの色でペイント

☆３月 ６日(火)  城北通り コンテナ

  白島小学校5年生児童82名 住民約

☆３月１０日(土)  河原町公園花壇づく

地域住民の「にじいろがーでん」のサ

昨秋に引き続き、また新しい花壇を作

 

 
セ ト ラ 通 信

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

常気象の影響が心配な今日この頃ですが、皆様はいかがお過ごしですか？ 

共交通利用促進策」の検討をしている際に「中振連でも環境に配慮した施策

され、かなりの賛同を得ました。セトラとしてもこの動きを受けて、何か案

す！！ところで、現在セトラでは、「事務所問題」で揉めています。ある事情

も出て行くかの決断を迫られています。これはセトラ自体が原因ではなく外

経済的な問題もあるので困っております。先日の理事会にて、５月末の時点

したら、またご報告いたします。 

したが、３月は４月に向けて各事業をスタートさせなくてはなりません。 

、猛ダッシュをかけなくてはなりません。８日は東京の「岡本太郎記念館」

も開催予定です。誘致に向けての具体的な動きが始まります。何卒ご支援の

ーデンパフォーマンス広場事業」も４月からは縮小予算で再スタートとなり

ります。グリーン関係と環境部会も従来通りの活動が予定されております。

」も第３期の終了を迎えようとしております。セトラは休む暇もなく動き続

通信」をどうぞご覧ください！  

            （NPO法人セトラひろしま理事長 若狭 利康）

……………………………………………………………………………………… 

NOW  

動 TARO’s Port Hiroshima NOW 

……………………………………………………………………………………… 

───────────────────────────────── 

か足を運んでいますが、この記念館の庭のありように驚いています。さほど
のままのごとく植物が生い茂り、その緑の間に岡本太郎の作品群が存在感豊
思議空間を作っています。芭蕉の木、シュロ、ドラセナ、フェイジョワ、カ
カヤ、アイビー・・・など。庭木として一般にはなじみの無いばかりか、植
の、自然と芸術は一体という独創的感覚をここでも感じました。 
しょうかネ。                      （橋本まちこ）

トフルオアシス協働作業 １１５名参加 
い日でたくさんの参加でした。アリスガーデンでノースポール、ビオラ、
、袋町公園の花の手入れ、美化活動など。 
５基の整備が全て終了。明るいグリーンのペイントで化粧直し。よく見る
と優しいメッセージが書かれています。 
？？  

働定期活動 10:00～11:30 

スガ－デン他 

４基の全面整備に入ります。３月中旬に実施。亀裂などの補修をし、下地

して、明るいアリスガーデンを演出していきます。 

50基の花植え込みサポート(中区担当) 14:00～16:00 

20～３０名とパンジー７００ポットの植え込み 

り 14:00～16:00 

ポート（中区と舟入公民館担当） 

る予定です。 
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ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 

■活動報告 

☆２月１４日(水) 10:00～ 定期活動 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  参加者：１７名 

 

 花材：プリムラ、ポリアンサ”アートカラー”、 

ベロニカ”オックスフォード”、 

ラミウム、シルバーレース 

 始めに分かりやすいテキストでハンギングバスケットの植え込みのポイント 

等の説明ののち、植え込み実習をしました。素敵な色合いの“春風に揺れる 

釣り型ハンギングバスケット”の出来上がりに皆さん大満足でした。 

 

☆２月２７日(火) 13:00～15:00 定例メンテナンス 

 参加者：８名 

 プラザ前のハンギング・焦げ鉢コンテナ、平和大通りサ－クル花壇の 

 花がら摘み、雑草抜き、水遣りを和気藹々で楽しく活動しました。 

■活動予定 

  ☆３月１３日（火） 10:30～13:00 定例活動 

10:30～    交流プラザ 受付 

10:30～11:15 植物のメンテナンス 

11:30～13:00 プラザ山本館長とお別れ食事会 

※市民交流プラザ館長 山本さんが３月末で退職されます。館長は長年地域での園芸活動を支援され、 
私達ソーシャルガーデナー倶楽部もソーシャルスクール発足時より現在まで多大のお力添えを頂きました。 
お陰で園芸の知識を学び、その知識を地域での活動に広げ、活動を継続することができました。 
ささやかですが 感謝の気持ちをこめ 山本館長を囲んでの食事会を行います。 

      上記の都合により、勝手ではございますが、３月の活動日を１３日（火）に変更させて頂きます。 
  ☆３月２７日（火） 13:00～ 定例メンテナンス 

      交流プラザ 集合 

   皆様、何かとご多忙の時期ですが、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 

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

2月のアリスガーデンパフォーマンス広場はお休みでした。 

お待たせしました！3月のイベント ＡＨ！ PRESENTS “Festa AH!” 
 

■日時：平成19年3月17日（土） 15：00～20：30 ■場所：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：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 

■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 ★「SETI」 

17：45～   ▼エンタメ広場 ★「万貴音」（男女ツインボーカルユニット） 

2006年5月に結成。ジャンルを問わず、良いと思える音楽はどんどん取り入 

れていこう、というコンセプトのもとに結成。作曲と全ての楽器演奏は小田貴 

音が担当、作詞とアレンジは二人で担当。今注目のサウンド！ 

19：15～   ▼Super Live in Alice ＡＨ！ ＊注目のオリジナルユニット登場！ 

★ 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：BlackCat and his fellow他）、 
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●広島ホームテレビ協賛ブース 

 

 

「万貴音」（男女ツインボーカルユニット） 

■アリス雑感 

市民参加型「食の文化」発信・ＡＨ！でクッキングショー！！ 

次年度平成 19 年度アリスガーデンパフォーマンス事業は、広島市の負担金が半額と減額になり、運営上さらにきびしくなる

ことが予想されます。ＡＨ！のような市民文化創造事業が自立して存在するには、我々企画者としての実力も問われますが、

世の中、まだまだ課題がいっぱいあるというのが実情でしょう。こうした中、次年度の展開へ向け、勇気づけられるような新

しいアイデアも出ています。セトラ新会員の宮崎学さんからの提案で、なんとクッキングショー・シリーズを展開しようとい

うものです。「おいしい料理で幸せいっぱい！おいしいと楽しいね！」といううたい文句に、市民参加型「食の文化」発信と

して、作る喜び、食べる喜びを共有しながら、広島産の食材を中心に紹介していくというイベントシリーズです。まさに「新

ローカル文化」創造の試みですね。実現化を楽しみにしています。（報告：石丸良道） 

  
 

┏┓ 

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

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

春の署名キャンペーンご協力お願いします！ 
 

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』広島誘致市民活動の報告です。 

 

岡本太郎「明日の神話」広島誘致会 

「春の署名キャンペーン」 ご協力のお願い 

 

誘致署名活動、当会では、広島市市長選後、新市長に誘致請願を行なう予定です。したがって、この春が一番の山場と言

えます。皆様、署名をできるだけ多く集めましょう。あらためてご協力の程、よろしくお願いします。 

（なお会員募集もしています。知人の方々にお薦めください。こちらの方もよろしくお願いします。） 

つきましては、ご希望の方に、新しく作成しました活動紹介パンフ、署名カード、署名用紙をお送りいたします。以下の

要領でご利用ください。 

 

●署名回収について 

署名済の用紙、カードに関しましては、平成19 年4 月6 日（金）までに、事務局まで郵送、またはお持ちよりください。 

●署名記入に関して 

名前と住所のみで結構です。ただし、家族の場合等住所が同じ場合でも、いちいちご記入ください。「〃」表記では無効と

なりますのでご注意お願いします。 

●署名用紙に関しましては、お手数ですがコピーして配布の程お願いします。 

 

「署名活動説明会」のご案内 

また、下記の日程におきまして、標記説明会を開催いたします。会員の皆様にかぎらず、一般の方々も参加も歓迎いたし

ます。 
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記 

■ 日 時：2007 年３月12 日（月）18:30～20:00 

■ 場 所：広島国際会議場 (財)広島平和文化センター3 階 研修室3 

  〒730-0811 広島市中区中島町1-5 平和公園内 

 

お手数ではございますが、ご出欠のご返事をお願い致します。 

ご返信は：fax 082-545-7612  e-mail taro@cetra.jp 

 

岡本太郎「明日の神話」広島誘致会・今後の活動計画について 

 

【１】 作品の恒久設置、展示にかかわる活動 

●展示計画作成：作品恒久設置のための施設シミュレーション研究（2月～6月予定） 

（基礎的構造研究・構想図作成・建設費用見積・維持管理等施設運用見積） 

【２】PR・広報活動 

（１）キャンペーン・イベント 

以下のキャンペーン・イベントを実施する。 

●キャンペーンイベント①（5月）：フラワーフェスティバルでＰＲ！ 

＊5月3～5日 ＊内容：ブース出展・パレード等参加 

●キャンペーンイベント②（８月予定） 

・8月5日・6日：＊「灯ろう流し」と連携企画 

・8月を「明日の神話」芸術月間として、さまざまな芸術活動と連携した企画等（予定） 

（２）PRブース出展：さまざまな会議・イベント等にコーナー出展しＰＲします。 

（３）専用サイトの管理・運用 

（４）その他、ＰＲパンフ、グッズ制作、看板の制作・掲示及び広告の制作・掲載 

 

【２】 請願署名活動 

 広島市長及び広島市議会議長宛に請願署名を提出します。 

●平成19年4月（予定）に第1次請願を行なう。（5万人の署名目標） 

＊署名用紙・署名カード配布による署名募集 

・団体等を通じて署名用紙配布・回収 

・「署名ポート（署名所）」の設置（商店街、郵便局、銀行、放送局、ライブハウス等100ヶ所予定） 

 ⇒署名活動、春の集中キャンペーンの実施（3月～4月） 

   

【３】 作品をテーマにした文化芸術活動の企画・実施 

＊上記キャンペーン・イベントと連動したレクチャー・シンポジウム・ワークショップ等の開催実施 

【４】その他本会の目的を達成するために必要な活動 

＊本会主催以外の関連活動に対する支援（学園祭等へ実物大パズル貸与等） 

 

《会員を募集しています。》 
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＊私たちの活動に参加しませんか？ 

法人会員 １口 １，０００円 １０口以上 

団体会員 １口 １，０００円 ２口以上 

個人会員 １口 １，０００円 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。 

 

 

 
熊本での署名風景写真‥対象は「熊本県商店街連合会」 

（平成１９年２月１４日・若狭理事長が講師の「講演会」にて） 

 

◎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/ 

 

┏┓ 

┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW 

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

袋町公園の美化活動も、一昨年６月にスタートして今年で３年目に入りました。２月２２日（木）が７０回にあたり、当日

は活動の後に袋町の老舗和菓子店「多津瀬」のお菓子とお茶で、ささやかなお祝いをしました。１００回の節目には地域の

みなさんも巻き込んだ、少し盛大なお祝いができれば、と思います。みなさん、ご協力よろしくお願いします。 

                            （本山 剛）
 
■活動報告（２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、花壇の手入れやゴミの収集を計４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１回行ないました。 

■活動予定（３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  
 
 
┏┓ 

┗■ 【５】キッズいけばなスク－ル NOW 

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

3月21日（祝、水）に、1年に1回開催の展示会をおこないます。今年は、自作やきもの花器に花を生けた作品と、既製花

器の組み合わせに生けた作品、2作品を展示します。また、陶芸家の森川容子先生による「苔玉」作りにも挑戦したいと思っ

ています。1日のみの展示会ですが、子供たちが、1年間の締めくくりとして、お友達に見てもらったり、楽しく植物と触れ

て、充実した時をすごしてほしいと思っています。皆様、どうぞ、お立ち寄りください。           （竹澤 和）
 
★キッズいけばなスクール 「春まつり」 

日時:３月２１日（祝・水）  正午～5時 

場所:広島市まちづくり交流プラザ 4階 ギャラリー 
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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！ 

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