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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
「えべっさん」が近づいてきまして、少し肌寒くなってきました。今年の冬はどうなるのでしょうか．
．
．ところで皆さん、
「胡子大祭」
「えびす講」
「えべっさん」この三つの違いをお分かりでしょうか？「胡子大祭」とは胡子神社で４０５年も続
いている商売繁盛を願うお祭りで、その近辺の商店が行う「市」を「えびす講」と呼び、古くから「誓文払い」の安売りを
行うため、広島県民が冬支度の買い物をする場となっていました。そのお祭り全体または胡子神社に親しみを込めた愛称が
「えべっさん」です。中振連からの委託でセトラが行っている「えべっさん」はその愛称を拝借したイベントです。今年も
恒例となった「夜神楽」と「太鼓競演」そしてアリスガーデンでの AH!特別版や「こども広場」等のイベントがあります。
そして今月は「インディケット」が開催されます。今年は夜街文化コンソーシアムとのコラボで、ライヴ楽座、アリスガー
デン、そしてクラブクアトロの３カ所で開催、そして終了後には金座街路上にて修大生さん達による「アートパフォーマン
スマーケット」も催されます。中心部一帯をカバーする一大イベントとなっています！！是非ともご協賛、ご来演下さいま
すようにお願いします。詳しくは「セトラ通信」をじっくりご覧下さい！（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
└────────────────────────────────────────────────────
１１月となりさすがに冷え込んできましたが、この夏のひどい暑さの記憶はなかなか消えません。息をするのも苦しいほど
残暑たけなわ？の８月の末、ＮＨＫ近くの平和大通りの花壇にプロの造園業の方たちが、ひ弱なマリ−ゴ−ルドの苗を汗び
っしょりになりながら植え付けていました。暑いのにご苦労様と思いつつ、残暑厳しすぎる今、雨も少なく水管理をどうす
るのかな…などと思っているうちに、暦は確実に秋に向かって進んでいきました。
適時、秋の降水にあり朝夕がめっきりと冷えてくると、あのマリ−ゴ−ルドはスクスクと成長し、今、黄色の花を満開にし
て平和大通りに美しい景観を作っています。秋の花を植え込むべきタイミングにきっちりと植え付けていたのです。さて、
春にパンジ−やチュ−リップなど満開の花壇を作るには、まさに今が植え付けの時期です。花は、半年をワンサイクルとし
て育っていきます。サテッと・・・うだうだしていると今度はすぐに寒〜くなりそうです。
（報告：橋本まちこ）
グリ−ンプロジェクト
■活動報告
☆１０月１８日（木）１０：００〜１１：３０ ハートフルオアシス協働活動
約６０名参加
アリスガ−デン：ノ−スポ−ル、ビオラ、パンジ−の植え付け、除草、水遣り、美化清掃
並木通り：プリムラの手入れ、美化清掃
いよいよ冬〜春の花の植え替えです。１１月にも追加で植え付け予定。
並木通り商店街振興組合様より飲み物の差し入れがありました。いつも有難うございます。
１０月よりハ−トフルオアシス協働活動が４年目にはいりました。
☆１０月２４日（水）
広島市胡町商店街振興組合に花のプランタ−設置について各関係者と打合せなど。
☆１０月２日（火）午前
グリ−ンパ−トナ−における担当花壇変更予定に伴う、現地打合せ。
■活動予定
☆１１月１５日（木） ９：５０集合〜１１：３０ ハートフルオアシス協働活動
アリスガ−デンなどの花の植え付けと美化清掃。
☆１１月１２日（月） ９：００〜１２：００ 事前準備作業予定
☆広島市胡町商店街振興組合に花の大型プランタ−１０基、設置の予定。臨時打合せ。
☆１１月１０日(土) ９：００〜１２：００
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河原町公園 花の植え付けイベントサポ−ト
☆１１月１８日(日) ９：００〜１２：００
舟入病院花壇 花の植え付けイベントサポ−ト
☆１１月１１日(日)
橋本町公園と河川敷 みょうじんさん祭り ガ−デンブ−スオ−プン
ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
■活動報告
☆１０月１０日（水） １０：００〜１１：３０ 定例活動 ８名参加
●袋町小学校 校庭で育成中の
パンジー に肥料と増し土
ポットあげから２週間ですが、順調に大きくなっています。
●焦げ鉢コンテナの マリーゴールド の抜き取り
大型コンテナの ドラゴンウィング 、ハンギングの セントパーフローレンス 両ベゴニアが綺麗に
咲いています。
■活動予定
☆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〜
定例活動；袋町小学校 １年生とプラザ前 焦げ鉢コンテナへ パンジー 植え込み
☆１１月２８日（水） １０：００〜
プラザ前；大型コンテナ・ハンギングの植え替え
☆１１月２９日（木）
９：５０〜
袋町公園花壇；植え替え 現地集合
☆１２月１２日（水） １０：００〜
定例活動；寄せ植え講習会（交流プラザ ３Ｆ 会議室）
１１月は 植え替え時期で 毎週活動があります。
皆様の参加を 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！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。

■ ＡＨ！１０月リポート

ＡＨ！PRESENTS

Rolling Fall

2007 年 10 月 20 日（土）＠中区アリスガーデン ＊12：00〜20：00
＊天候：晴れ ＊観客動員数：8,000 人 ＊出演者：17 人
■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 −「GREEN LEAVES」
（ジャズ・ユニット）
14：45〜 ☆ 学ちゃんの「ラブリークッキングショー５」 ・メニュー（マッシュポテト、スタミナ満点！鶏モモ肉
の照り焼き、広島風お好み焼き−イタリア仕立て モッツァレラスペシャル、本日のデザート）
16：00〜 ☆ 田端 亮 （弾き語り）
16：30〜 ☆ ネムカカ（アコースティック・ユニット）
★AH！PRESENTS ライブショータイム！
18：30〜 ☆Kiddie Be （アコースティック・デュオ）
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）
、取れたて野菜市
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☆ 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）
⇒10 月というのにＡＨ！開催日直前まで暑い日が続いた。しかしＡＨ！当日はうって変わって少し寒くなり、観客・出演者
も大変だ。それにしてもアリスはなんと極端なんだろう、暑いか寒いか、汗まみれになるか、寒さで身をふるわすか。さて今
月のＡＨ！まずブースでは「取れたて野菜市」が開かれオーガニックで新鮮な野菜をアピールした。開店がもう少し早ければ、
もっと売れただろう。
⇒ステージのトップは、久しぶり「MI ジャパン」プレゼンツのライブ。
「GREEN LEAVES」というジャズ・ユニットが出演、
まだ慣れていないがすがすがしい演奏を聴かせた。おなじみの学ちゃんの「ラブリークッキングショー５」では、広島風お好
み焼きをイタリア仕立てで調理、ソースの焦げる美味しそうな匂いが広場にただよう。田端亮の弾き語りの後、アコースティ
ック・ユニット・ネムカカのライブが光った…今後期待される成長株かも。AH！PRESENTS ライブショータイム！頃になると、
かなり寒くなってきた。それでも最初の「Kiddie Be」の二人組は、以前に増してパワフルなライブを聴かせた。少々荒削り
のところがあるが、そこがまた魅力なのかも知れない、これからが楽しみだ。トリを務めた「しーなとシュウ」のコンビは、
エスニックな要素も洗練した解釈でうまく取り入れ、実に都会的でアート感覚抜群の大人の音楽を聴かせた。確実な技量に裏
付けられた、余裕がありメリハリを効かせたパフォーマンス、今の広島のミュージックシーンにおけるオリジナリティーを代
表する、さすがこのレベルの音楽には聴衆は自然と足を止める。いつも思うのだが街行き交う聴衆の評価は実にダイレクトで
あり素直であり正確である。
（報告：石丸良道）

■１１月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH! 予告

ＡＨ！PRESENTS Dream Night〜夢の共演〜vol．1
2007 年 11 月 18 日（日） 10：30〜20：00 Hiroshima Alice Garden
■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、ステージユニオン広島、岸工業(株) 、ロマンドーロール
■協力：ダブルオーバー・Ｍ２（エムエム）Cafe Bar
●ステージ
★ALICE OPEN PLAZA
10:30〜15:00 ☆ ひろしま演歌祭り
15:00〜15:45 ☆ 広島⇔松山交流ライブ
17:45〜18:15 ☆ ブレーメンの音楽隊
18:20〜18:50 ☆ Kiddie Be
19:00〜19:30 ☆ 屑星
19:40〜20:10 ☆ 瑠璃
●ブース
クッキングカー（カルフォルニア・ラブ）
、AH!CAFE

┏┓
┗■ 【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
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■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

何回でもライブが聴ける！ 〜ライブ共通パス券（1,000 円） 〜発売中！
■エントリー
●音楽系 （14 組）
ネムカカ（Pops）、Ｒｙｏ（アコースティック）、数田 祐一（ロック ポップス）、LUV LA ROSSO（LOVERS HIPHOP RAP）、
doorman（ポップロック）、サクラコ（バンド）、Valefor ＆amp：広島コンピュータ専門学校ビジュアルデザイン科音楽
制作コース（Chaos Rock）、すみれ（フォーク）、前 祐司（アダルトミュージック）、うずら（キーボード弾き語り）、
佐藤 謙二（フォーク）、橘高 優士（ギター弾き語り）、Choro（アコースティック・ロック）、Standing rum taste（ス
タラテミュージック）、
●ダンス・パフォーマンス系（1 組） MONKEY CREW（フリースタイルフットボール）、
●アート系（14 組）
ＡＯＮＥＫＯ（オリジナルアクセサリー・洋服）、Bug*Bug（アクセサリー・雑貨・服）、mas（ファッションアート）、某
月吉日（似顔絵・チョークアート）、kirinsan（アート）、グラから（グッズ販売＆展示）、御宝屋（卑弥呼）（T シャツ）、
KAME（似顔絵）、大道芸人モジキ（ジャグリングパフォーマンス）、ぼん ｓ（アート）、M glass（glass beads）、Ｄｏ
ｌｃｅ(ドルチェ)（手作りアクセサリー）、LINK（写真、ポストカード）、ギャラリーG/PRESENTS（アート・予定）

オリジナリティー溢れる参加者大募集！！！最終募集
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。

●東京広島県人会にアピール！
10 月 10 日に、グランドプリンスホテル赤坂で行われた東京広島県人会、秋期役員懇親会で、広島誘致会のメンバーであり
セトラ理事でもある竹澤雄三氏が参加し、県人会の支援をアピールしました。今後、東京でのシンポジウムなどのアクショ
ン、また誘致決定後の募金集めなどをにらんだアピールでした。
好意的に受け止めていただき、多くの方々から「しっかりやれ！」というエールをいただきました。
これから県人会を通した新たな展開が生まれてくることを期待しております。
●秋葉市長、岡本太郎財団に誘致意向を伝える！
新聞報道でもありましたように、11 月 7 日、秋葉市長が、岡本太郎財団与謝野理事長（前官房長官）と会談し誘致の意向を
伝えました。財団としては、これで「名乗りを上げた」と受け止めています。ただしまだ一山あり、正式誘致表明は今月末
と市は回答しています。
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また誘致会からも広島市の正式表明後、財団に要望書を提出することが検討されています。
やっとここまで来ました。これまでの皆様の応援の声、あらためて感謝いたします。
広島市の公式表明後、私たちの活動は第二ステップと言うべき新しい局面に入ります。これからは、広島市と協働して
活動を展開するという局面です。広島市をバックアップし、また広島市と一緒に活動を行えば、気運が一気にひろがる可能
性が見えます。また署名要望先は広島市でなく財団に対して行うことになるでしょう。
つきましてはまだまだ市民の声が必要です。みなさま！呼びかけの程よろしくお願いします。

●ＮＨＫ総合テレビ スタジオパーク「暮らしのニュース解説」
「明日の神話」誘致〜全国の動きについて
１１月１２日（月） １３：００台
解説員：毛利さん（広島県出身）
全国放送です！
●署名活動
胡子大祭が迎える１１月１７日（土）予定
「広島東ユースクラブ」のみなさんの発意で街頭署名活動を行う予定です。
時間帯、場所等詳しくはお問い合せを！
●建築家の坂倉竹之助氏からサポーター登録許諾のお返事をいただきました。
よって現在のサポーターの皆様は
以下、15 名の方々です。
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）、吉川 晃司（歌手）、
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）、原田 真二（歌手）、坂倉 竹之助（建築家）
＊順不同・敬称略
FM ラジオ、P ステーション、ラジ★P、毎週木曜日 PM１４：００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
270 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
└─────────────────────────────────────────────────────
２００５年６月にスタートした袋町公園の美化活動が、１１月１日で１００回目を迎えました。一人では出来ないことが、大
勢の仲間に支えられて続けてこられました。暑い日、寒い日、小雨の中での活動もありましたが一緒に頑張ってくれた仲間や、
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支えて下さったみなさん、本当にありがとうございました。次は２００回を目指してがんばりましょう。
袋町公園の美化活動を円滑に行うため、一緒に活動してくれる「ワークプラザひがし作業所」のみなさんの就業支援を１１月
から、当プロジェクトで担うことにしました。グリーンプロジェクトの積立金を原資に口座を作り、企業や個人の支援を仰い
で運営します。ありがたいことに、渡部総合法律事務所さんが支援金の拠出を引き受けてして下さることになりました。安定
した活動ができるよう、これからも少しずつ支援者を殖やすよう努力をしますので、みなさん、ご協力よろしくお願いします。
当日は、清掃して綺麗になった公園で、記念のイベントを開催しました。来賓の方々と一緒に音楽演奏を聴き、弁当を食べな
がら歓談しました。ささやかですが、笑いが絶えない和やかな催しでした。また、
「袋町公園清掃会」から、お祝い金をいた
だきました。
（報告：本山 剛）

■活動報告
●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➡➡➡雑草の除去を行いました。
（プリムラの苗が雑草に埋没していました）
■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
１１月→→１日、８日、１５日、２２日、２９日（花の植え替えです）
１２月→→６日、１３日、２０日、２７日
┏┓
┗■ 【６】平成１９年度通常総会＆懇親会開催報告
└─────────────────────────────────────────────────────
●平成１９年度通常総会：１０月１８日(木) 18:00〜19:00 エンジェルパルテ
●平成１９年度通常総会懇親会：１０月１８日(木) 19:00〜21:00 エンジェルパルテ
☆参加者３３名。会員の方、
「セトラひろしま」の活動に関心がある方々が参加。各プロジェクトの紹介、梶川純司理事
の篠笛の演奏、ビンゴゲ−ムなど、食事をしながら大いに語り、大いに盛り上がりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■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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