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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
梅雨に台風と毎日ジメジメが続きますね。何とか気分だけでもカラッとなりたいものですね。今月もよろしくお願いします。
岡本太郎「明日の神話」広島誘致が佳境を迎えています。最も恐れていた東京（渋谷・青山）が名乗りを上げたことによっ
て予定と戦略を大幅に見直す必要が出てきたことと、８／６に向けて大々的なキャンペーンを張ることになったためです。
まさにここが正念場です！！広島市民の気運をもっと盛り上げ、総動員で活動を活性化しないと広島誘致は難しい局面です。
何卒ご協力のほどお願いします！
「広島の夜の賑わい作り」を目指す「広島流夜街文化創出コンソーシアム」が、経済産業省の委託事業獲得に成功しました！
総額約３千万円の事業になりますが、セトラもそのほんの一部ですがお手伝いすることになりました。インディケットやア
ートパフォーマンスマーケット等を担当して、広島の夜文化発信のコンテンツを提供する予定です。これが事業化に成功す
れば、継続事業として今後も定番イベントとして続けることが可能となるでしょう。楽しみです。
６月はお休みした「ＡＨ！」ですが、７月はパワーアップして開催予定です。広島発インディーズの祭典インディケットも、
やっと始動しました。今年は夜街文化との連携もあり１１月に予定しています。また詳細はお知らせいたします。
グリーン関係では作業所の世話されていたハートフルオアシスの渡部さんが病気でダウンされ心配しています。しかし、手
薄になった並木通りでは地元商店の方たちが定期参加となり、何とか乗り切れそうです。
さぁー、今月も情報満載のセトラ通信をどうぞご覧下さい。
（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
└────────────────────────────────────────────────────
今年の夏も酷暑！！の予想。アリスガーデンの回りのビルほとんどが白のタイル壁、床面も白タイル・・セイカクに計った
ことは無いけれど、きっと真夏の午後２時ごろなんて反射熱、直射熱、輻射熱、放出熱、どこかにたまりこんでいる熱！!！
みんな集まってものすごい温度になっていると思います。これこそヒートアイランド現象。ナントカせねばと皆が思いつつ
ナカナカムズカシイ都心の広場です。コンテナには南国の花ハイビスカスを植えつけています。濃い緑の葉と真紅の花が黄
系のコンテナにマッチして面白い景観を創りました。またスクエアオブジェ下のダツラ（エンゼルトランペット）ももう次々
咲き始めています。この夏は南国熱帯の広島中心街です。
（橋本まちこ）
グリ−ンプロジェクト
■活動報告
☆６月２１日(木) 10:00〜11:30 ハートフルオアシス協働活動
９７名参加（企業ボランテア２名含む）
アリスガーデン：ランタナ、ニチニチソウ、クロッサンドラ、ヘデラの植え付け、除草、美化清掃
並木通り：並木通り花壇、ロータリー花壇・・マリーゴールドの手入れなど
袋町公園：美化活動など
曇りの日で作業にはよい日でした。皆さま有難うございました。
最近数ヶ月、アリスガーデンの散乱ごみの絶対量が減ったように感じています。
（近隣店舗の方の自主清掃ボランテアも実施されています）
☆６月２日(土) 9:00〜13:00 中区河原町公園の「にじいろ花壇」の夏の花の植え付け作業サポート
住民１５名参加、ベゴニア、サルビア、などの植え付け
秋には花壇が２ヶ所ほど増える予定。舟入公民館のバラの会の指導を得つつ、バラの植え付けも始めました。
☆６月３日(日) 9:00〜13:00 舟入病院 リボン花壇 夏の花壇に植え替え作業のサポート
クラブのメンバー約１０名参加
マリーゴールド、インパチェンス、など植え付け
病院の看護士長、事務長の参加もあり「ガーデニング花壇」を目指しグレードアップしていきました。
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☆６月２９日(金) 14:00〜16:00 城北通り 大型コンテナ５０基 ベゴニアの植え付け作業のサポート
担当：中区、区政振興課および中央公民館
地域住民約３０名、白島小学校児童約８０名参加。
夏の猛暑の中水やりしつつ、うまくベゴニアが育つか皆さんが見守っていきます。
■活動予定
☆７月１９日(木) 10:00〜11:30 ハートフルオアシス定期協働活動
暑さ対策の上ご参加ください。既存の草花の手入れ予定です。
☆７月１４日(土) 10:00〜12:00 栄端広場 市民花壇を担う住民の皆さんを対象に園芸基礎講座開催
幟町会館 担当：中央公民館
☆今秋、胡通りア−ケ−ド改修に伴い、大型コンテナ１０基設置予定
ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
■活動報告
☆６月１３日(水) 10:00〜12:00 定例活動 12 名参加
交流プラザ前大型コンテナ 4 基
ナデシコ から ベゴニア ドラゴンウィング へ植え替えました。
天候条件もいいのでしょうか？グリーンの葉と花のコントラストがきれいです。
☆６月２６日(火) 13:00〜14:00 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、手入れ
■活動予定
☆７月１１日(水) 10:00〜12:00 定例活動
交流プラザ１Ｆ集合。真夏に向け、花の手入れを行います。
☆７月２４日(火) 13:00〜 定例メンテナンス
交流プラザ１Ｆ集合
☆８月８日(水) 10:00〜12:00 定例活動
☆８月２８日(火) 13:00〜 定例メンテナンス
８月後半に パンジー の種まき勉強会 を予定しています。
後日お知らせいたします。暑い時期ですが、一緒に植物を楽しみましょう。参加お待ちしています。
※※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
└────────────────────────────────────────────────────

■７月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH!

暑さもブッ飛ばす！ ＡＨ！PRESENTS
2007 年７月２１日（土）
■中区アリスガーデン
●ステージ

Summer Fever

Hiroshima Alice Garden

■12：00〜20：30

★ALICE OPEN PLAZA
13：00〜14：00
C est tres simper! La cuisine Bon appetit France!
気軽（シンプル）がいいね！
〜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
〜おいしい料理で幸せいっぱい！おいしいと楽しいネ！〜
《Ｍｅｎｕ》
1.枝豆の白和えとスイカのミルフィーユ仕立てバルサミコソース
2.鶏モモ肉とキャベツの煮込み（レストランのまかない料理）
3.イカと季節の野菜のソテー
4.本日のお楽しみ簡単デザート？
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14：15〜15：00
16：00〜17：00

広島⇔松山交流ライブ
★RIKIKO ★Hi−Fu（姉妹デュオ）
Roots of Style supported by SOUND MARINA @ アリスガーデン（連携イベント）
サンマリ グッズお披露目イベント開催。
サンマリファッションショー＋T シャツデザイン人気投票、
スペシャル・ライブ:NAOTO ヴァイオリニスト

★ AH！PRESENTS ライブショータイム！
18：30〜
▼「國本文平パフォーマンス」
コンテンポラリー・ダンサー。広島大学ダンスサークル(仮)主宰。
Artisticmovement in TOYAMA 2005 特別賞受賞。よりエレガントに、よりカオスに。
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
●ブース： 12：00〜 クッキングカー（カルフォルニア・ラブ）
、AH!CAFE、アートバザール

<本家・熊野屋>

<國本文平>

「本家・熊野屋」さんより
＊現在３人のホーンセクション、ベース、ボーカルで、バラードやポップスを中心に演奏。
「ギラギラニューミュージック。聞いたことありますか？ないよね！だからこそ、僕達のジャンルにしたいのです。そして、
癒し効果を含む、ステージを作ることを考えています。現在、次なるアルバムを作品として作成中！ＣＤは、
『歌箱』とい
うセミアルバムです。どうぞよろしく！！」
■今月の

月刊 広島文化フリーペーパー「アー」

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。
A３4 つ折り、簡易印刷手作り仕様！４000 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！
●今月のコンテンツ
・アリスガーデンパフォーマンス広場ＡＨ！情報 ・原摩利彦「 L ecoulement du temps」
・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」 ・須崎雄 「アートの肖像」 ・黒丸「河川敷小党」…楽しい漫画
・ペンスタンド小林の今月のサカナ
→新連載：末田晴「Un 小噺」
①情報募集
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。
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お申し込みは！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
┏┓
┗■ 【３】
「インディケットひろしま」だより
└──────────────────────────────────────────────────

「インディケット」の CD が出る！
INDIKET HIROSHIMA 2006 Compilation Album
2005 年より毎年開催されている
「インディケットひろしま」‥INDIKET とは、
INDIES
と MARKET を組み合わせた造語。
年齢・国籍・ビジュアルアート・音楽・ダンス等、ジャンルを問わずアーティスト
が雑居的に会し、自主制作作品のフリーマーケットとプロモーション・ライブを行
なう広島を代表するインディーズの祭典です。このアルバムは、2006 年参加の音楽
系アーティスト中から、選りすぐりのアーティストによるオリジナル曲、14 曲で構
成。他地域ではなかなか知ることのできない、広島市を中心とする、
「地域自生」
の、HOT なインディーズ・カルチャーの今を知るには必聴のアルバム。
■収録曲とアーティスト
１ Feel the Soul／Free Face ２ Clap!／Hanabow ３ HANA ／ko‑ko‑ro ４ HERO／CREED ５ Dear my mother ／
Standing rum taste ６ 未来アート／礒道和久 ７ Believed Love Green Supply ８ QREP／Ｒｙｏ
９ Fly Me To The Blue Sky／Little Key 10 心の琴線／光島八千代
11 Rainbow Sneaker／万貴音
12 尾道／橘高優士 13 しっぽ／POPFINDS 14 万華鏡／本家熊野屋

¥１，５７５

７月１４日いよいよ発売！ダイキサウンドより全国 CD shop へ流通！

⇒お申し込みは：セトラひろしまへ！

┏┓
┗■ 【４】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。

ＰＲポスターができました！ 目立つところに貼って気運を盛り上げましょう！
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■強力なライバル現る！
新聞紙上でもご存じのとおり、東京、渋谷・青山が連合して、誘致に名乗りをあげました。
「ハチ公から太郎へ」ということでしょう…青山通り一体の「まちづくり」の起爆剤としての「明日の神話」誘致表明です。
設置場所等、具体的な提案もあり、その点では、広島市にとって一歩先を越されました。
そこで私たちは、岡本敏子さんが広島に作品を置きたいと言われた、その思いの原点にいま一度たち戻り、広島に置かれ
てこそ意味があり、全世界へメッセージを送り届けることのできる作品だということを、その正統なストーリー性を、さら
に国内外にアピールするつもりです。
そのためのアクションの一つとして、国内外の著名人に、サポーターとして、誘致へ賛同していただくよう呼びかけます！！

■今後の活動予定
●B３ポスター配布（５００枚）
●特別展「１９７０年大阪万博の軌跡」
岡本太郎「明日の神話」広島誘致会 〜PR＆署名ブース
７月２７日（金）〜８月１５日（水） 10：00〜18：00（入場は 17：30 まで）
＠NTT クレドホール（基町クレド・パセーラ 11F）
●広島芸術学会・シンポジウム「芸術と場所性」
７月２８日（土）＠県立美術館 BF
●旧日本銀行広島支店にて PR＆署名ブース
８月１日（水）〜８月６日（月）＠旧日本銀行広島支店
●RCC の番組「 E タウン」
・岡本太郎「明日の神話」広島誘致特集
８月４日（土）
●８．５ 署名大キャンペーン
８月５日（日）
＠本通アンデルセン前
●岡本太郎「明日の神話」
・元安川水面上映会 （＊主催：プロ市民の会）
８月５日（日）２２：００〜＠原爆ドーム前元安川川面
●「とうろう流し」岡本太郎「明日の神話」広島誘致会〜PR ブース
８月６日（月） ＠原爆ドーム対岸
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
ラジ★Ｐ 大江 貴世子 [金曜日]

18:00〜20:00

《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/
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┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└─────────────────────────────────────────────────────
ドクダミ科の多年草、 半夏生 （ハンゲショウ）が池の畔で涼やかに咲いています。梅雨が明け、田植えの終期とされる夏
至から１１日目に当たる７月２日頃を 半夏生 と云い、この頃から夏に向けて咲くのでこの名がついたようです。
７月も第２週目に入り、やっと梅雨らしい天気になりましたね。草木の緑もいっそう鮮やかに見えます。袋町公園の雑草も
抜いても抜いても、めげずに生えてきます。美化活動も梅雨が明けて秋までが、暑くてしんどい作業になります。
被爆者の証言を軸に制作したドキュメンタリー映画「ヒロシマ・ナガサキ」がフェニックスホールで上映されます。一見の
価値ありです。８月５日（日）１８時開演 詳しくは 「ヒロシマナガサキ」を長く広める会 ホームページで。
http://www.zaziefilms.com/hiroshimanagasaki/
（本山 剛）
■活動報告（６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柄摘みをおこないました。
■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（５日、１２日、１９日、２６日） １０時 袋町公園集合

┏┓
┗■ 【６】キッズいけばな NOW
└─────────────────────────────────────────────────────
早いもので、もう、7 月にはいってしまいました。7 月 7 日、
「やきもの教室」を段原の「もぐら工房」でします。
生徒の親も参加するので、楽しい時間になりそうです。ちょうど、七夕なので、森川容子先生が、湯来から笹を持って来て
くださるとの事。七夕飾りもつくって、楽しみたいと思っています。こういう時間、今の子ども達に不足していると思いま
す。大人になって、
「あの時、なぜか、たのしかった〜！」と思い出すことが、多ければ、多いほど、辛い時、悲しい時、寂
しい時、力を与えてくれるものになると思っています。
（竹澤 和）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■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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