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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

そろそろ梅雨入りですね。不順な天気が続いて

市民球場跡地利用についての要望書の第２弾を

さて、要望書といえば「明日の神話・広島誘致

ですが、市長からは歓待されたと聞いておりま

聞けなかったようです。またその後の運営会議

を詰めることにしました。並木通りの沢田先生

をお手伝いすることになりました。企画・運営

目の前だったのに今まで親交がなかったので、

それから講師を募集しておりました「セトラ大

とりあえずもう一度練り直すことにしました。

っております。なお、今月のＡＨ！は、予算削
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┏┓ 

┗■ 【１】グリ－ンプロジェクト NOW 

 └───────────────────

広島駅から縮景園に向かうと最初の橋が「栄橋

公園（＝さかえひろば）が今チョット面白い。

る所で数本の楠の大木が深い緑陰を作り、大田川

この広場の一部をたたみの大きさ１枚に区画割

植えている、はみ出すほどモッサモサに茂って

マトを植えつける家族・・・などユニークで愛

汁、野菜市などの小ぶりなイベントにはさっそ

オトープも創る予定で、都心の真ん中、あこが
  

グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

☆５月１７日(木) 10:00～12:00 ハート

１０５名参加：初夏の日差しのもとの作

並木大通りにマリーゴールドを植え付け

アリスガーデン；ハイビスカス、トレニ

※並木通り商店街組合様から参加者全員

☆５月１２日（土）中区河原町公園の「に

１５名参加：ネーミングにちなみ七色の

バラのフェンス作りに挑戦を始める。秋

☆５月１３日（日）舟入病院 「リボンが

１４名参加：病院より事務長、看護士長

ハイテクニックガーデニングに挑戦。（毎

☆５/１６（水）・５/２６（土） アリスガ

☆５月２４日（木） 並木通りロータリー

☆５月２７日（日） 栄公園 共同花壇作
 
 

 

 
セ ト ラ 通 信

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

います。「ゆかたできん祭」が無事に終わり、ほっとしているのもつかの間、

四苦八苦しながら書き終えたところです。ふーーっ．．． 

会」でもついに広島市長に要望書を提出！ 私は別件があり行けなかったの

す。前向きな姿勢は確認できたとのことですが、具体的な実現案については

において、設置までのタイムスケジュールを作成して広島市と具体的な方針

からのご紹介で、お好み村の皆さんとお会いしまして「４５周年イベント」

は実績のあるレボ・リューションさんにお願いしました。アリスガーデンの

今後の展開が非常に楽しみです。イベントは８月４日の予定です。 

学」ですが応募者が少なく（私だけ？）、開講するにはプログラム不足のため、

今後のセトラ発展のためにも重要なアイテムですので続けて検討したいと思

減ためお休みです。それでは今月もセトラ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 

……………………………………………………………………………………… 

───────────────────────────────── 

・さかえばし」である。この橋を渡って右の川沿い一帯、昨年整備された栄

左手が幟町中学校の裏手、どん詰まりが縮景園のちょうど薬草苑の奥に当た

の流れを見つつ手付かずの自然ポイ感じでちょっとした都心の穴場である。

して地域住民の市民花壇、菜園として使い始めた。花の苗をぽつんポツンと

いる、野菜ばっかりを丁寧に育てている、今日が初めてと言って頼りなくト

いっぱいの広場になっている。５月２７日（日）のサツマイモ植え付け、豚

く住人が楽しく参加していた。芝の天然舞台はすでに出来上がり、奥にはビ

れの田舎暮らしをチョビット体験できそうだ。      （橋本まちこ） 

フルオアシス協働活動 

業でした。 

・・鮮やかな黄色で一気に夏バージョンになりました。 

アなど植え付け・・・真っ赤なハイビスカスの花が印象的です。 

に飲み物のご寄付をいただきました。有難うございました。 

じいろ花壇」の夏の花の植え付け作業サポート 

パターンで植え付け。 

には花壇を３ヶ所ほど増施工の予定。 

ーでん」夏の花植え付け作業サポート 

も参加。レンガでエッジ区切りをして花とのバランス作りなど 

週火曜9:00～メンバー輪番で手入れをしています。自由参加歓迎） 

ーデン植栽手入れ、他 

花壇にマリーゴールド植え付け 

りの下見と打ち合わせ 
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■活動予定 
☆６月２１日(木) 10:00～12:00 ハートフルオアシス協働活動 

アリスガーデン、並木通り 花の植え付け、美化活動など 
☆６月２９日（金）13:00～ 城北通りの両サイド大型コンテナ５０基に夏の花植え付け作業 

白島小学校５年生と地域住民の共同作業サポート 
☆今秋、胡通り 大型公共用コンテナで植栽計画企画中 

 

ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 

■活動報告 
☆５月１０日（木） 10:00～11:00  ３名参加 

    袋町公園花壇”ジニア”の植え込み。 
  ☆５月１６日（水） 9:50～12:00 定例活動 １８名参加 プラザ職員２名 
    袋町小学校２年生さん３７名と交流プラザ前こげ鉢コンテナへ”マリーゴールド”の植え込み。 
    昨年11月 1年生さんの時”パンジー”を一緒に植えた児童の皆さんと再会し、楽しい協働作業でした。  
  ☆５月１６日（水） 13:00～14:30 平和大通り サークル花壇 １０名参加 
    ”ベゴニア”白・赤・ピンクをレンガを配置して６ブロックに分け植え込みました。 
    皆さん、日差しにもかかわらず、午前・午後参加して下さり有難うございました。 
  ☆５月２２日（火） 13:00～15:00 定例メンテナンス ４名参加 

プラザ前ハンギング・焦げ鉢コンテナの花がら摘み、水遣り。 

 
平和大通り サ－クル花壇 

    サークル花壇の花がら摘み、雑草抜き、水遣り。 
■活動予定 
  ☆６月１３日（水） 10:00～12:00 定例活動 
    交流プラザ１Ｆ集合 
    プラザ前大型コンテナの植え込み。 
    ベゴニア”ドラゴンウィング”（とっても素敵！）を植え込みます。 
  ☆６月２６日（火） 13.:00～ 定例メンテナンス 
  ☆７月１１日（水） 10:00～12:00 定例活動 

☆７月２４日（火） 13:00～    定例メンテナンス 

 

※※日差しも強く、暑い時期ですが、皆さん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！だより  

月刊 広島文化フリーペーパー「アー」 創刊  

広島都心アリスガーデンで開催されるイベントAH!の情報と広島文化シーン最新コア情報とコラムを掲載しています。 

当面A３4 つ折り、簡易印刷手作り仕様でスタート！5000 部発行で、CD ショップや本屋さんなどに置いてもらってます！ 

●企画・編集：アー編集部 

（編集作業はもちろんですが、5000 部というと、印刷したり、折ったり、配ったり‥大変な作業です。広島市立大学芸術学部のＫ君、

Ｍ君、Ｄ君他、若者による編集チームが試行錯誤しながらガンバッテいます！） 
 

●今月のコンテンツ 

原摩利彦  L’coulement du temps ・・・京都を拠点に活動するrimaconaの原によるエッセイ  

山田哲平 メリーゴーランド・・・連載小説 

丸橋    筋トレ ボブ・・・・ためになるシェイプアップ講座 

kotaro     今月の1枚・・・・kotaroによる音楽レビュー 

須崎雄  アートの肖像・・・・川辺から始まるアート 

黒丸    河川敷小党・・・楽しい漫画 

①情報募集 
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フリーペーパーアーでは街角のおもしろい情報を募集しています。イベント情報、喫茶店情報、自己アピール等なんでもか

まいません。皆さまのお便りお待ちしております。 



②配布設置場所募集 

フリーペーパーを置いてくださるお店を募集しています！（50枚から）、口コミで評判 

③広告募集 

フリーペーパーアーでは広告を募集しています。 

7000円(3ヶ月間・95×30ｍｍ）＊クーポン券もつけることができます。 

ただ今お試し期間！5000 円の特別価格で受け付けています。（2007年8月まで）お気軽にお問合せ下さい。 

 

〒730-0037広島市中区中町1-27久保広ハイツ701号NPO法人セトラひろしま内 「アー編集部」宛 

  ＴＥＬ082―545―7611 ＦＡＸ082―545―7612 e-mail:npo@cetra.jp 

 

●編集雑記より 

「フリーペーパーアーの創刊号です。まだまだ至らないところばかりですが、どんどんパワーアップしていきますので、皆様何卒

よろしくお願いします。これからアーはアリスガーデンの情報を中心にあらゆる文化芸術に関する記事を掲載していきます。」 

■６月のアリスガーデンパフォーマンス広場AH!はお休みです。 

■７月のアリスガーデンパフォーマンス広場AH! 予告 

暑さをブッ飛ばす企画を準備中です！ 

ＡＨ！PRESENTS “Summer Fever”  

2007年７月２１日（土）  Hiroshima Alice Garden  Coming soon! 
■中区アリスガーデン  ■12：00～20：00    

■協賛：広島ホームテレビ（予定）、ダブルオーバー・Ｍ２（エムエム）Café Bar・ロマンドーロール、 

ステージユニオン広島 

●ステージ  13：00～20：10 

★ALICE OPEN PLAZA  

13：00～14：00 ～おいしい料理で幸せいっぱい！おいしいと楽しいネ！～ 

学ちゃんの ラブリー クッキングショー 3 

14：15～15：00  広島⇔松山交流ライブ   
16：00～17：00  『Roots of style supported by SOUND MARINA＠アリスガーデン』 

            “サンマリ”グッズお披露目イベント開催。 

         ＊主催：ＴＳＳテレビ新広島／キャンディープロモーション／ユニオン音楽事務所 

★AH！PRESENTS ライブショータイム！ “Summer Fever”（7月のテーマ）  

18：30～   ▼「アノニマス」＊ブルースで決めるぜ！（オヤジロックバンド・コンテスト中国地方代表） 

19：10～   ▼「本家・熊野屋」＊広島ポップシーンの星、アリスに登場！涙腺刺激系ギラギラニューミュージック 

 

<本家・熊野屋> 

●ブース： 12：00～ クッキングカー（カルフォルニア・ラブ）‥名物アリスタコスもあります！ 

AH!CAFE、アートバザール（出店者募集中！） 

┏┓ 
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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 

 └─────────────────────────────────────────────── 
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。 

 
《27,503 人署名を添えて広島市へ要望書を提出しました》 

去る5月22日に、岡本太郎「明日の神話」広島誘致会、高橋会長他、18名のメンバーが、広島市役所、及び広島市議

会へ出向き、秋葉忠利・広島市長及び、藤田博之・広島市議会議長へこれまで集まった27,503人の署名と要望書を手

渡し作品誘致の要請をし、私たちの思いを伝えました。 

広島市長は、「気持ちはみなさんと同じ」であると、作品誘致について関心をお示しになりました。 

ただし広島市としての公式な誘致表明については、財源や設置候補地等の課題を検討した後、結論を出すということで

したが、全般に、広島市からは前向きな姿勢を感じることができました。 

広島市の対応をさらに一歩前進させていただくためにも、まだまだ多くの市民の応援が必要です。これからも引き続き

署名活動を続けていきますので、皆様、ご協力よろしくお願いいたします。 

要 望 書 
<件 名>  
岡本太郎「明日の神話」広島誘致の要請 
 
<要 旨> 
岡本太郎がメキシコで制作した巨大壁画「明日の神話」は、長い間行方不明になっていましたが、2003年に発見され、
る大規模な修復作業を経て、2006年春、完全に蘇りました。その「再生」プロジェクトは、復興を遂げた広島の奇跡を
現在、岡本太郎記念現代芸術振興財団は、無償の寄贈を前提に、この壁画の恒久設置場所を求めて全国に呼びかけてい
広島市がその呼びかけにこたえるよう、作品の誘致に賛同する市民、２７，５０３人の署名を添えて要請します。 
<理 由> 
岡本太郎の壁画「明日の神話」は、「ヒロシマ・ナガサキ」を副題にもつように、「原爆の炸裂する瞬間を描いた」作
い破壊の力が炸裂した瞬間に、それと拮抗する激しさ、力強さで人間の誇り、純粋な憤りが燃え上がる。残酷な悲劇を
『明日の神話』が生まれると信じた」という岡本太郎の痛切なメッセージを伝えています。 
壁画は、たんに核の悲劇を訴えるだけでなく、それを乗り越え、明日の新生に向かって進もうという思いを、全ての人
メッセージ性等を考慮すると、人類史上初の原爆被爆地である広島市に設置されることが、最もふさわしく、また、そ
ます。 
広島を訪れる国内外の多くの人々は、この作品を鑑賞することで、被爆の惨苦や絶望を乗り超えた、人間の意志と勇気
は、必ずや世界恒久平和の実現につながるものと確信しております。 
 
平成１９年５月２２日 
岡本太郎「明日の神話」広島誘致会 会長 高橋 正敏 

 

 

 

   

<秋葉忠利・広島市長へ> 

   

<藤田博之・広島市議会議長へ> 
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FMラジオ、Pステーション、毎週金曜日『ラジ★P』に「明日の神話」コーナーが登場です。ラジ★P、金曜日PM6時台に「明日の神

話」のコーナーをつくっていただきました！パーソナリティーは、大江貴世子さんです 

誘致会の活動の報告、イベント情報などを誘致会メンバーが登場して皆様にお伝えしてまいります 

 

放送時間 毎週月曜～金曜日 ON AIR  18:00～20:00 

ラジ★Ｐ  大江 貴世子 [金曜日] 

《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 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 

○岡本太郎「明日の神話」広島誘致会 会員数（2007年6月10日 現在） 

・個人会員数  212名 ・法人会員   6法人 

・メール会員数  123名  ・携帯メール会員数  20名 

 

■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。 

 

◎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 

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

５年目を迎えた“ゆかたできん祭”も好天に恵まれ、盛会裏に無事終了しました。関係者のみなさん、お疲れさま。また、裏

方でお祭りを支えてくれた“おそうじ隊”のみなさんも本当にお疲れさま。ありがとうございました。 

今年もゴミステーションを８箇所設置して、各チームで管理してもらいました。企業の参加は常連のヤマダ電機、日本たばこ、

山根木材の３社と今年から、もみじ銀行さんが加わり４社になり、安心して任せられる体制が整ってきました。また、市民の

飛び入り参加や韓国人親子の体験参加などもありました。昨年あたりからですが、行政の対応がとても良くなっていると感じ

ます。担当職員が我々と一緒に、親身に取り組んでいるのが見受けられ、チームとして更に一体感が増してきたように思いま

す。行政と企業や市民、学生が力を合わせて、ひろしまの夏の祭りを益々、盛り上げていきたいですね。また、おそうじ隊の

隊長も、そろそろ若い方にバトンタッチしたいです。 

袋町公園の花壇に“ジニア“を植え込みました。（５／１０） 美化活動も１５日で２周年を迎えます。５月末で８２回

になりました。みなさん、ごくろうさま。今後ともよろしくお願いします。                 （本山 剛） 

 

■活動報告（５月） 

●袋町公園美化・定期活動 

➡➡今月の美化活動は計４回 花壇の手入れやゴミの収集を行いました。 

●並木通りサークル花壇 

➡➡マリーゴールドの花苗２８０個を植えました。（２４日） 

■活動予定（６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、２８日）  
ゆかたでおそうじ隊 

１０時 袋町公園集合        
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■大変長らくお待たせしております！セトラのホームページは現在改築中です。 

━━* 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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