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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

１０月になったというのに秋の気配を感じられ

ろいろありましたが、そのご報告と次年度の方

て、その後はいつも楽しいセトラの懇親会！も

さて、今月は私の独白を．．．先月、中央会の補

は梶川理事にパソコン特訓中です。どちらもセ

思い起こせば２０数年前、パソコンがきっかけ

たストップしていた「パソコン自作病」が再発

作りです（MAC以外）。たまに言うことをきかな

るのも楽しいものです。基本的に作る、教える

というわけで、毎週水曜日の午前中（たまに午

興味のある方は覗いてみてください。高性能パ

それでは、今月もセトラ通信をどうぞご覧くだ
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┏┓ 

┗■ 【１】グリ－ンプロジェクト NOW 

 └───────────────────

この夏８月と９月の２ヶ月間はホントウに暑か

真っ白の毎日でした。が、ハイビスカスの真っ

なりました。８月の猛暑の中、ハ－トフルオア

科医院の公道床面を、ブラシでゴシゴシと本格

すればこするほど落ちて、思いのほかきれいに

が出来たのです。１０月からハ－トフルオアシ

とうございます。             
  

グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

☆９月２０日（木）９：５０～１１：３０

参加者５８名（中電ボランティアなど４

アリスガ－デンの水遣り、花の手入れ、

並木通り花壇；商店街の皆様と協働にて

       並木通り商店街様がら飲

☆９月１日（日）１０：００～１１：３０

１２～３名参加 

中区川原町公園「にじいろが-でん」夏の

☆９月２５日（火）９：００～１２：００

 １４名参加。今秋植え付けパンジ－、ビ

■活動予定 

☆１０月１８日（木）９：５０集合～１１

 

 
セ ト ラ 通 信

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

ない今日この頃です。セトラで１０月といえば「総会」です！この１年間い

針を討議いたします。会員の皆さんは必ずご出席のほどお願いします。そし

ちろんお客様大歓迎です！どうぞ奮ってご参加のほどお待ちしております。 

助で中振連の組合員対象に「パソコン教室」を開催しました。またセトラで

トラの収入となっております。いわば内職ですね。 

で金座街青年部に入部以来、何１０回もパソコン教室をやってきました。ま

し、この半年で７～８台ほど作りました。セトラのパソコンもすべて私の手

くて腹の立つときもありますがそれが解決したときは快感ですし、人に教え

、が好きなんでしょうね。 

後）に、セトラ事務所にて「パソコン初心者教室」をやっておりますので、

ソコンも格安でご提供しますよ。 

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 

……………………………………………………………………………………… 

───────────────────────────────── 

った。典型的なヒートアイランドと化したアリスガ－デンは、空気も広場も

赤な花は次々とよく咲いて、広島の夏は間違いなく南国、熱帯地域と同じに

シス協働活動のひとつとして、アリスガ－デンから並木通りに抜ける沢田歯

的に水洗いしてみました。何年間ものこびりついた廃棄ガスなどのススがこ

なり作業したメンバ－は気分スッキリと、水遊び？も兼ねて楽しく美化活動

ス協働作業も４年目を迎えます。参加の作業所、授産所の皆様いつもありが

                          （橋本 まちこ） 

 ハートフルオアシス協働活動 

名含む） 

除草、美化清掃 

「プリムラ」の苗を植え付け 

料水の差し入れをいただきました。 

 中区川原町公園「にじいろが-でん」 

花壇の手入れ；きり戻し、除草など。バラガ－デンの勉強と計画 

 舟入病院 りぼんが-でん倶楽部。 

オラ苗など約４５０ポット上げ。 

：３０ ハートフルオアシス協働活動 
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アリスガ－デンのコンテナに花の植え替え作業。 

☆胡町商店街：花プランタ－設置の計画打合せ…適時 

ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 

■活動報告 

  ☆９月１２日（水）１０：００～１２：００ 定例活動  ７名参加 

総会（交流プラザ ３Ｆ 会議室にて） 

●１５名 出席 

 ●出席者全員から今年度を振り返っての感想、次年度の活動への希望・提案等を話して頂きました。 

 ●次年度 役員の選出 

   代表    石田 明江 

         尾崎 恭子 

   会計    本山 剛 

   会計監査  新岡 公子 

 ※総会終了後、プラザ前”ベゴニア”の切り戻しメンテをしました。  

 

☆９月２６日（水）１０：００～１１：３０ 

●パンジーのポットあげ 

●８名参加 

 ●８月２９日（水）種まきしたプラザ前植え込み用パンジーをポットに移し、袋町小学校校庭で生育中 

■活動予定 

☆１０月１０日（水） １０：００～      定例活動 交流プラザ １Ｆ 集合 

☆１１月 ８日（木） ９：５０～１１：００  袋町公園花壇 植え替え 現地集合 

☆１１月１４日（水） １０：００～      平和大通り サークル花壇 植え替え 現地集合 

☆１１月２１日（水） ９：５０～       袋町小学校 １年生 と植え込み 

 

                                                         

━━* 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！とはAlice Hiroshima‥アリスガーデンパフォーマンス広場のことです。広島の「へそ」、アリスガーデンで、オープ

ンカフェとライブショーをやっています。毎月一押しの「ひろしまエンタテナー」が出演します。 

■１０月のアリスガーデンパフォーマンス広場AH! 予告 

ＡＨ！PRESENTS “Rolling FALL”  

2007年１０月２０日（土）  Hiroshima Alice Garden  Coming soon! 

■中区アリスガーデン  ■12：00～20：00    

■協力：ダブルオーバー・Ｍ２（エムエム）Café Bar ■協賛：ロマンドーロール、ステージユニオン広島 

●ステージ  

★ALICE OPEN PLAZA  

14：05～ ☆ 「MIジャパン」プレゼンツ・ライブ 

14：45～ ☆ 学ちゃんの「ラブリークッキングショー５」 

16：00～ ☆ 田端 亮 （弾き語り）   

16：30～ ☆ 藤井くんと水野くん 

★AH！PRESENTS ライブショータイム！  

18：30～ ☆Kiddie Be  

 2



19：00～ ☆しーなとシュウ 

 

●ブース 

クッキングカー（カルフォルニア・ラブ）、AH!CAFE、取れたて野菜市アートバザール 

 

☆ しーなとシュウ 

椎名まさ子（Vo,Pf,other）／梶山シュウ（ベース弾き語りスト） 

「美形女性とメッシィ系男の、いわゆるピアノとベースのデュオで、二人とも唄うユニット。だが、普通のこの編成のデュ

オとはかなり違うと思ふ。まぁワシが弾くんだからどーしてもさうなってしまふのだ。ねぢれたポップセンスと、ちょいエ

スニックなかんぢの脱力系オリジナル。いちをうリーダーシップはワシがとってゐる。が、仕事を取って来るの仕事を取っ

て来るのは椎名さんが多い。」（シュウさんの言葉・HPより） 

 

kshu@f5.dion.ne.jp 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【３】「インディケットひろしま」だより  

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

ＩＮＤＩＫＥＴ ＨＩＲＯＳＩＭＡ ２００７   

インディケットとは？ AH!の姉妹イベント、自主制作作品のフリーマーケットとプロモーション・ステージがドッキング！ 

今噂の都心回遊型イベント－今秋開催！ 
■マーケット  

11 月23 日（金・祝日）・24 日（土）・25 日（日） ＠ アリスガーデン 

■プロモーション・ライブ 

○予選  

11 月23 日（金・祝日）・24 日（土） ＠ ライブ「楽座」 ・ アリスガーデン 

○本選 11 月25 日（日） ＠ 広島クラブクアトロ 

■主催：アートひろしま制作委員会 ■協力：広島市中央部商店街振興組合連合会、広島流夜街文化創出コンソーシアム、ＮＰ

Ｏ法人セトラひろしま 

 

10 月中旬！いよいよライブ共通パス券（1,000 円） 発売開始！ 
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オリジナリティー溢れる参加者大募集！！！第 2 次募集（締め切り 10 月 31 日） 
あなたのオリジナル作品をプロモーション！！今すぐ広島インディーズの祭典へ申し込もう！☆応募条件 

当日会場にて、自作作品の販売やプロモーションができる人。ジャンルを問わない！☆エントリーは4つの部門があり 

●音楽系 ●ダンス・パフォーマンス系 ●映像系 ●アート系 
 

☆参加お申し込み＆お問い合わせは！ 

アートひろしま制作委員会 事務局 

〒730-0037広島市中区中町1-27久保広ハイツ701（ＮＰＯ法人セトラひろしま内） 

tel:082-545-7611 fax:082-545-7612 e-mail:info@indiket.net  

☆詳しくは！  http://www.indiket.net/ 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【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。 

 

10月10日に、グランドプリンスホテル赤坂で行われる東京広島県人会、秋期役員懇親会で、広島誘致会のメンバーが参

加し、活動をアピールすることになりました。これからまた新たな展開が生まれてくることを期待しております。 

さて、以下、全国の誘致活動の状況を整理し報告します。 

 

【全国各地の「明日の神話」誘致の動き】 

岡本太郎記念現代芸術振興財団による呼びかけに呼応して、原水爆の被害地や岡本太郎ゆかりの各地で明日の神話を誘致

する運動が起こっています。 

《広島・長崎・静岡県焼津市》 

原水爆のテーマ性から広島と長崎、第五福竜丸の地である静岡県焼津市で、市民運動レベルで誘致運動が起こっています。 
私たち広島誘致会は、「明日の神話」広島恒久設置を、平和都市広島の建設の新たな核にしようと誘致運動を進めていま

す。これまでに広島市民球場を利用して実物大の壁画を組み立てるパァフォーマンスを実施したり約３万名の署名を集めて

広島市に陳情したり誘致運動を繰り広げています。 
また私たちは、世界遺産に登録されている原爆ドームと原爆死没者慰霊碑、その軸線状にあたる市民球場周辺地に「明日

の神話」展示施設を設置したいと願っています。 
 

《大阪・吹田市》 

「明日の神話」と対を成す代表作とされる大阪万博のシンボルタワー「太陽の塔」とセットで展示したいと吹田市長が誘

致に名乗りを上げています。 
《東京・渋谷区》 

岡本太郎ゆかりの地ということで、東京の渋谷区が名乗りを上げています。 

渋谷駅周辺は現在再開発事業が進められており、ＪＲ渋谷駅と私鉄の井の頭線の連絡通路の壁面に設置し、管理は渋谷区

と港区の区役所だけでなく大学や企業など地域をあげて取り組みたいとしています。 

近くの港区青山には岡本太郎さんが生前住んでいた岡本太郎記念館があり、渋谷区神宮前のこどもの城前には「こどもの

樹」があり、川崎市高津区には太郎の母の岡本かの子の文学碑で太郎作の「誇り」があり、それらが国道246号線で結ばれ

ています。そうしたものを合わせて「TAROの道」として結ぼうという構想を、渋谷駅と青山通り沿道のまちづくりを進めて

いるＮＰＯ渋谷・青山景観整備機構が「明日の神話」招致プロジェクト実行委員会が発表しています。 
 

【岡本太郎記念現代芸術振興財団の対応は？】 

現在、岡本太郎記念現代芸術振興財団ではいつごろ決定するか明らかにしていませんが、明日の神話は現在、東京都現代

美術館で特別公開されており、その展示が終わる来年4月までには設置先を決めたいとしています。 

明日の神話の設置場所を決める岡本太郎記念現代芸術記念財団では、壁画の公開施設は設置に多額の費用がかかるうえに、

その後の保存管理も大変なので地方公共団体が正式に誘致を表明したところを対象に選考するとしています。現在その条件

を充たしているのは大阪吹田市と渋谷区です。広島市は、前向きに検討中であるものの、いまだ公式に誘致を表明していま

せん。（2007年10月5日時点） 
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【広島の危機感】 

私たちは、具体的な設置場所まで示している有力候補の東京・渋谷が名乗りを上げられた事態に、特に危機感を強めてい

ます。 
私たち市民の要請に対して広島市の秋葉市長は前抜きに検討したいと回答し、現在準備を進めており広島市が正式に名乗

りをあげれば渋谷区と並んで広島市も有力候補になるものと思われます。広島市の迅速なる対応を望みます。 
秋から年内が「明日の神話」の終の棲家がどこに決まるのか山場を迎えることと思われます。 
 

●サポーターの皆様 

■石原 慎太郎（東京都知事） 

■ＭＡＹＡ ＭＡＸＸ（画家） 

■赤穴 宏（画家・新制作協会会員） 

■赤瀬川 原平（作家） 

■伊東 豊雄（建築家） 

■田沼 武能（写真家） 

■松永 真（グラフィックデザイナー） 

■池田 龍雄（画家） 

■佐々木 典夫（四季株式会社《劇団四季》・代表取締役社長） 

■平 幹二朗（俳優） 

■篠原 有司男（アーティスト） 

■コシノ ジュンコ（ファッションデザイナー） 

■吉川 晃司（歌手） 

■原田 真二（歌手） 

＊順不同・敬称略 

FM ラジオ、P ステーション、ラジ★P、毎週金曜日PM６：３０台に「明日の神話」のコーナー放送中！パーソナリティーは、大江貴
世子さんです 
 

《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 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9月5日 現在） 

・個人会員数  263名 ・法人会員   7法人 

 

■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/ 

 

 

┏┓ 

┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW 

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

袋町公園の花壇で“ジニア”が、暑い夏を乗り越えて、輝きを取り戻してきました。１１月の植え替えまでは十分 

楽しませてくれそうです。並木通りのロータリー花壇は、澤田先生が体調不良のため、「ASAO」の浅尾さんが水遣りしてくれ

ることになりました。近くの方が日常、面倒を見てもらうのが一番ですね。一安心です。 

 5



 6

■活動報告 

●袋町公園美化・定期活動➡➡今月の美化活動は計３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 

●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 １０時 袋町公園集合        

     １０月→→４日、１１日、１８日、２５日                    

     １１月→→１日、８日、１５日、２２日、２９日 

      ＊１１月１日は累計で１００回目に当たり、１１時スタートです。１１時半より記念行事を行ないます。 

 
 

┏┓ 

┗■ 【６】キッズいけばなスク－ル NOW 

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

１０月６日のお稽古は、ハローウィンのアレンジをする予定です。今年は、なかなか、秋の気配を感じられないので、変な
気分です。 １１月から後期の講座になります。クリスマスリース、お正月花とあっという間に今年も終わりそうです。 
草月流の月刊誌８月号に、３月の展示会の記事が掲載されました。子ども達の活動が多くの人に知られることは、よかった
と思っています。 来年３月の展示会も楽しいものにしたいと思っています。               (竹澤 和）

 
 

┏┓ 

┗■ 【７】平成１９年度通常総会＆懇親会開催 

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

 ＮＰＯ法人セトラひろしまの平成１９年度通常総会＆懇親会を開催致します！ 
  
●日時:平成１９年１０月１８日(木) 

     １８：００～１８：５５ 通常総会 
     １９：００～２１：００ 懇親会 
 ●場所：エンジェルパルテ（中区袋町７－２５） TEL（０８２）２４５－１２３４ 
 
 ※懇親会は、正会員・協力会員の方はもちろん、「セトラひろしま」の活動に関心のある方なら誰でも参加できる気軽な

パ－ティです。お食事をしながら大いに語り、楽しみましょう！ 
  →→懇親会は、バイキング＆飲み放題です。ゲ－ム等も企画しています！ 
 
 

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

■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！ 

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