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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

遅ればせながら、明けましておめでとうござい

げます。 

さてセトラは年末・年始と「明日の神話」誘致

いると同時に、各候補地に視察に行くという情

付したり、HAP 木村さんから山本委員長にお願

のを誘致会の人間も視察に同行できるように申

も搦め手も使ったりして、出来る限り事はして

限の努力をする所存です。日本の景気も後退局

なりそうな予感です。これからも広島を元気に

します。今年も皆様のご健康とご多幸をお祈り
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┏┓ 

┗■ 【１】グリ－ンプロジェクト NOW 

 └───────────────────

お正月７日、大手スーパーの野菜売り場に春の

ホトケノザ スズナ スズシロ と春の七草は

軽めのおかゆにぴったりの感じです。ちなみに

直接摘んで楽しめる、ゆったりとした原っぱが

今年も花のあふれる街を目指します     
  

グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

☆１２月２０日（木）１０：００～１１：

４１名参加 

○アリスガ－デン：エンゼルトランペッ

付け。沢田歯科前の

○並木通り：花壇（特に平和大通り側）

新春に向かって、並木通り、アリスガ

並木通り商店街振興組合様より飲み物

 皆さまいつも有難うございます。 

☆１２月６日（木） 胡通り商店街フラワ

幟町小学校２年生約６０名参加 胡通

（福屋側５基 、天満屋側５基） 

ガーデンシクラメン１２０ポット 園

    フラワーポット設置は不法駐輪が少し

はなりません。胡通り商店街振興組合

■活動予定 

☆１月１７日（木）９：５０～１１；３０

アリスガーデン、並木通りの花柄摘み

防寒対策必要；自由参加 
☆１月１０日（木）中島小学校 今夏の壁

 

 

 
セ ト ラ 通 信

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

ます。６年目に突入しましたセトラひろしまを今年もよろしくお願い申し上

で大揺れです。「岡本太郎記念財団」の誘致先選考が「渋谷」に大きく傾いて

報が入ったのです。そのため、大あわてで財団にプレゼン資料を作成して送

いして球場前にレプリカ看板を設置したり、当初は広島市だけの対応だった

し入れをしました。どれも石丸理事と竹澤理事たちの努力の賜物です。他に

いますが情勢は極めて不利です。これからもスタッフ一同、あきらめず最大

面に入り、球場跡地や広島駅周辺再開発も本格化する今年は、波乱の１年に

するためにセトラひろしまは頑張りますので、皆様応援の程よろしくお願い

しております。それでは今月もセトラ通信をご覧下さい。 

（NPO法人セトラひろしま理事長 若狭 利康）

……………………………………………………………………………………… 

NOW  

動 TARO’s Port Hiroshima NOW 

……………………………………………………………………………………… 

───────────────────────────────── 

七草セットが大量に売られていました。セリ ナズナ ゴギョウ ハコベラ

皆さん結構覚えています。優しいイメージの植物ばかりで、お雑煮のあとの

、春の七草は皆食用となり、秋の七草は観賞用植物となります。春の七草を

街の身近にあればうれしいことですが・・・。 

                         （報告：橋本まちこ）

３０～１３：００ ハートフルオアシス協働活動 

トを剪定処理後、オブジェ下にビオラ、ノスポール 合計３２０ポット植え

通りも含め美化清掃と水遣り。 

と北サイドのサークル花壇下にプリムラポリアンサの苗を捕植。 

ーデンが明るくなりました。 

の提供をいただきました。 

ーポット１０基に花の植え込みイベント（参加者合計約１００名） 
り商店街振興組合のメンバーの皆さまと協働植え込み。 

芸種アオキ２０株 ベアグラス２０株植え付け 

でも減少することを目的としています。・・・が現実はなかなか思うように

の皆さまは、日々、美しい通りの実現に努力しています。 

 ハートフルオアシス協働活動 
などの手入れを予定しています。 

面緑化プラン下見と検討実施 
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ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 

２００８年 スカイブルーの好天で幕開け！ 

 

 皆様よい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

 本年も和やかで楽しい活動 ご一緒しましょう。 

■活動報告 

  ☆１２月１２日(水) １０：００～１１：３０ 定例活動 

   ●寄せ植え講習会 ２０名参加 

    講師 大橋雅江 

    花材 エリカ・ホワイトデライト 

       ギョリュウバイ 

       カロケファルス・シルバーブッシュ 

       オフィオボゴン 

       ガーデンシクラメン 

       ハボタン 

    植え込み後 柳に紅白の”もちばな”を付けて完成 

    和風コンテナで 素敵な クリスマスから新春まで楽しめる寄せ植えに皆さん大満足でした。 

    講習会後 全員参加で 忘年会（おしゃべり付きランチ）をしました。師走のひと時 話の大輪も咲き楽しかった

です。 

■活動予定 

☆１月 ９日（水） １０：００～ 定例活動  交流プラザ 集合    

  ☆２月１３日（水） １０：００～ 定例活動  交流プラザ 集合  

     

                                                           

━━* 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。 

 

（＊昨年12月22日実施予定でしたAH!雨のため中止し１月に行います。） 

■２００８年 １月のアリスガーデンパフォーマンス広場AH! 予告 

“ＡＨ！PRESENTS  “アリス新春エンタメ福袋－Winter Song”  

200８年 1 月１９日（土） 1３：０0～20：00  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 

■企画内容：ライブステージ・オープンカフェ 

●ステージ  

★ALICE OPEN PLAZA  

15：00～ ☆ 広島インディーズによるライブステージ 

15：30～ ☆ 学ちゃんの「ラブリークッキングショー６」 

お気軽イタリアンメニュー 

16：25～ ☆ 佐藤 謙二（弾き語り） 

★AH！PRESENTS ライブショータイム！  

18：15～ ☆ CAYO & 河野せいじ 

19：00～ ☆ 春秋分点 （ロックと電子音楽を組み合わせたユニークなサウンド！） 
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☆ 春秋分点  

小林(E.Guitar・Synthesizer)、谷口(E.Bass)の２人によるユニット。ギター、ベースの生演奏に、コンピュータ・シンセ

サイザーを駆使して再生する打ち込みによる音源の組み合わせで、70年代のクラシックロックの曲から、アヴァンギャルド

風の曲まで、幅広く取り組んでいる。 

オリジナル曲の他、Led Zeppelin,Pink Floyd,Mike Oldfield といったアーティストの曲、特に生演奏では再現困難なプロ

グレッシブロックの大曲を積極的に演奏している。 

 

☆佐藤 謙二 

高校時代に第3回NHKヤングミュージックフェスティバル全国大会にて審査員特別賞を受賞。その後、社会人時代はまった

くフォークから遠ざかってましたが、最近?年ぶりにオリジナル曲をつくり、ソロライブを始めている。 

ＩＮＤＩＫＥＴ ＨＩＲＯＳＩＭＡ ２００７ 音楽部門入賞。 

●ブース（13：00～20：00） 

アートブース（Art Olio他・大道芸、似顔絵、アート作品等）、クッキングカー（カルフォルニア・ラブ）、 

 

 

┏┓ 

┗■ 【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。 

 

報道でも大きく取り上げられましたように、1月9日、岡本太郎財団・常務理事平野氏が来広し、市長と会談の後、平和

公園から軸線にそって慰霊碑、原爆ドーム、市民球場西側を通って展示施設候補地であるハノーバー庭園を現地視察されま

した。 

 

本会はこの機に、市民球場西側にＰＲ看板を急遽準備しアピールしました。効果的であったと思います。また、会談には、

本会から山本一隆運営委員長が同席し、本会の意向を伝えました。このことは、市当局が本会を正式に「パートナー」とし

て位置づけ、壁画展示プロジェクトを「官民協働」で推進するという決意を示されたものと受け止めております。 

 

秋葉市長が熱弁をふるい広島誘致の意義を訴えられたこともあり、財団平野氏のコメントによりますと「広島のストーリ

ー性はよく納得できた」とのことでした。 

 

しかし、昨年末入った情報を分析しますと、今、広島誘致はそう楽観視できない状況にあると思われます。その理由は、

東京渋谷に関し、渋谷一帯の再開発、そのビッグプロジェクトの輪郭が見え始めたからです。 

 

本会といたしましては、市民活動とし、市当局とともに、粛々と、広島誘致の意義を広く世論に訴えていくしかありませ

ん。そのため、広島誘致の意義をまとめたプレゼンパンフレットを急遽制作しております。 

今月中には出来上がると思います。このパンフレットは、主に県外のサポーターの方々、東京広島県人会の皆様、著名人・

文化人の方等に向けて発送される予定です。 

 

さて、ＰＲ看板、大きさは5.4m×７ｍＨ、市民球場西側三塁側ゲート９前に今月２２日まで立っています。商工会議所に

もアピールしています。皆様もぜひ見てください！！！ 
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            ＊山本委員長、平野氏へ説明             ＊PR看板前で記者会見 

お知らせ！中国新聞文化センター・オープン講座で、「明日の神話」！ 

セトラひろしまの理事でもあり、岡本太郎「明日の神話」広島誘致会の運営委員でもある！ 

国際美術評論家・竹澤 雄三さんが講師です！ 

《「明日の神話」と岡本太郎》 

①1月28日（月） 「明日の神話」-制作、帰ってきた壁画、そして永久設置はどこに？？ 

②2月25日（月） 私が知っている岡本太郎と岡本敏子の魅力-1967年から 

③3月24日（月） 岡本太郎と人脈、ヒロシマとの縁 

各１５：３０～１７：００  受講料：6,930円（3回分） 

●お問い合わせ 中国新聞文化センター メルパルク教室  

広島県広島市中区基町 6-36 メルパルク 7 階  電話 082-222-8502 

 

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11月末現在） 

・個人会員数  270名 ・法人会員   ９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/ 

 
 

┏┓ 

┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW 

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

新年の４日、関与している花壇の様子を見て廻りました。袋的公園では、ゴミ箱に入りきれないゴミが、溢れかえり、周辺も

山のようにゴミが取り囲んでいました。年末年始の休みでゴミ袋の交換をしないため、やむなく周辺に置いたものでしょう。

地下駐輪場の管理人が対応すれば、ちょっとの時間で済んでしまうのに。と思ったりするのですが、民間のように有機的に人

を動かしたり、組織の壁を乗り越えて物事を解決するのは難しいんでしょうね。ともあれ、人が大勢集まる都心部の公園は休

みなく、良好な状況に保つよう、管理してもらいたいものです。 

花壇では、厳しい寒さの中でパンジーが頑張って咲いています。ここにも空き缶やタバコの吸殻がいっぱい捨ててありました。

不心得者は、なかなか無くならないものです。我々の活動が不要になる日は来るのかな・・・？       （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➡➡➡雑草除去と水遣りを行いました。 
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■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        

     １月→→１０日、１７日、２４日、３１日                    

    ２月→→ ７日、１４日、２１日、２８日 

  

 

┏┓ 

┗■ 【５】キッズいけばはスク－ル NOW 

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

明けまして、おめでとうございます。 
早いもので、２００７年度のスクールも、３月で終了です。こども達は、３月２０日の交流プラザ、ギャラリーでの展示会
を楽しみにしています。  
このスクールも今期で、３年になります。こども達は、いつの間にか、お花に触れ合う楽しさを自然に身に付け、個性あふ
れる作品をつくるようになってきました。この感性を、何時までも、持ち続けてほしいと思っています。 
１月１２日の初稽古では、恒例の「春の七草」の名前当てをしようと思っています。毎年、同じことをしていくうちの、自
然に身につくことを願っています。 

（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◇ 

mailto:npo@cetra.jp
http://www.cetra.jp/npo/
http://www.cetra.jp/
http://pr.mail.yahoo.co.jp/ondanka/

