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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
寒いにも関わらず先日の三連休には、中心部はスゴイ人混みでした。景気が後退する中、近場で休日を過ごす人が増えたの
か、それとも遠くから広島に来てくれているのか？ 後者だったらうれしいのですが... さて、先日来より私は２回続けて
「子育て支援」のフォーラムに参加しました。２年前の「えべっさん」から始まった「こども広場」からのご縁です。現在、
国を挙げての「少子化対策」が波及してきたためですが、それよりも子育て関係のママさん達のパワーに圧倒されるのと、
中心部では少子高齢化対策が遅れていることを実感させられました。中振連でも今後、対策を強化したいと考えています。
またそこでママさん達からの要望の中に「アリスガーデンに子供用オープンスペースが欲しい」との声がありました。それ
を実現するための協力もできるというのです。これはチャンスかもしれません。と申しますのも、実は「アリスガーデンパ
フォーマンス広場事業」ＡＨ！の広島市からの負担金が、ついに次年度からゼロになるのです。根本的にやり方の見直しを
迫られていた矢先だったのです。広島市においても、児童福祉課が「こども未来局」に格上げされますので、そことママさ
ん達と「協働」ができるかもしれません！早急に詰めていきたいと思っております。
そして、大詰めを迎えている「明日の神話・広島誘致」ですが、報道にもありましたようにうれしいニュースが一つ。かの
オノ・ヨーコさんから応援メッセージが届いたのです！これは快挙です！ その陰には橋本さんや翻訳して頂いた RCC の藤
村さん、広島平和文化センター理事長スティーブン・リーパーさん達のご尽力があったのです。大拍手ですね。８日にはオ
リエンタルホテルで意見交換会、そして八丁堀の街頭スクリーンでは１５秒のＣＭが流れることになりました。ここに来て
盛り上がりを見せている誘致活動が東京に届くことを切に祈るばかりです。皆さんも引き続き応援をよろしくお願いしま
す！
さぁー、今月も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
└────────────────────────────────────────────────────
昨夏の酷暑が脳裏に刻み込まれてなかなかはなれませんが、今冬の毎日のきびしい寒さもなんだかこれが自然のままの姿
ヨ！！という感じで、素直に受け入れています。さて、さむい、寒いネと言っている毎日だけれど、すでに日差しはずいぶ
んと長く強くなってきています。チョットでも気温が上がり北風が退散すると、しぶとく待っていた花芽があっと言う間に
膨らみ、土に春の香りが上がってきます。もうすぐのようです。
（報告：橋本まちこ）
グリ−ンプロジェクト
■活動報告
☆１月１７日（木）１０：００〜１１：３０ ハートフルオアシス協働活動
４５名参加
プリムラを並木通り入り口のサークル花壇に植え付け。ビオラの補植など。
寒い中、ご参加の皆さま有難うございました。
☆２月２日（土） ９:００〜１２:００ 中区川原町公園 基礎からのバラの花壇づくりサポート
参加者：地元住民、にじいろガ−デンくらぶ 約１５名参加
舟入公民館のバラ会の方の指導により花壇づくりとバラの苗植え付け
☆胡通り 大型駐輪よけのフラワ−ポット１０基 随時手入れ
☆２月１３日(木) １３:００〜 アリスガ−デン壁面緑化の打ち合わせ（広島市役所会議室） 参加者：約１０名
植物公園 オ−シャンブル−（アサガオ）による壁面緑化の報告会参加
■活動予定
☆２月２１日(木) ９:４５集合〜１１：３０
アリスガーデンなどハートフルオアシス協働作業
ご参加をお待ちいたします。
今夏に向かってアリスガーデンの緑化事業の企画を随時進めていく予定です。
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ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
■活動報告
☆１月９日(水) １０：００〜１１：３０ 定例活動 ８名参加
●平和大通りサ−クル花壇
花壇のパンジ−の花柄摘み、草取り
●市民交流プラザ前
ハンギングバスケットのシクラメンの手入れ
小学生と植えたコゲ鉢のパンジ−の花柄摘み
☆１月２６日(土) 「緑のあるまちづくり」講演会（植物公園にて）
日本ハンギングバスケット協会主催による勉強会
５名参加
☆１月３０日(水) １０：００〜１１：００ ４名参加
●サークル花壇のパンジーの仮植え
（グリーンパートナー事業で維持管理を引き受けているサークル花壇が、クリスタルビルの前の歩道整備のため、
移動することになった為）
■活動予定
☆２月１３日(水) １０：００〜 定例活動
交流プラザ 集合
市民交流プラザ前の植物、花の手入れ
☆３月１２日(水) １０：００〜 定例活動
交流プラザ 集合
市民交流プラザ前の植物、花の手入れ
━━* 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。

■１月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH! リポート

ＡＨ！PRESENTS

アリス新春エンタメ福袋−Winter Song

2008 年 1 月 19 日（土）＠中区アリスガーデン ＊13：00〜20：00
＊天候：晴れ ＊観客動員数：6,500 人 ＊出演者：８人 ＊出店者：４組
■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〜 ☆ ＫＯ-ＨＥＩ（弾き語り）
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〜 ☆ ナカハラ・ヒサロオ（ロック・アコ―スティック）
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！）
小林 義男 (Guitar,Synthesizer)、谷口 悟 (Bass)
●ブース（13：00〜20：00）
アートブース（KAME、クラウ、グラから、大道芸人モジキ）
、クッキングカー（カルフォルニア・ラブ）
昨年 12 月の開催予定が雨のため中止、今回開催となった。寒い時期、ストーブを持ち込み耐える。
今回の特色はなんといっても、アートブースの増幅であった。昨年 11 月の AH!姉妹イベント「インディケット」からの流
れで、アートブース出店者との関係ができた。特にパントマイムの「クラウ」やジャグリングの「大道芸人モジキ」のパフ
ォーマンスは通行人の足を止めた。前々から望んでいたこの広場の雰囲気、今にしてやっとできたという感じだ。
ライブステージでは、高校生シンガーＫＯ-ＨＥＩの若者らしい元気と、佐藤謙二の大人（オヤジ）の風格が好対照を見せ
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た。佐藤謙二は若い頃音楽活動をしていたが社会人となって活動を休止、最近?年ぶりにオリジナル曲をつくり、ソロライブ
を再開した。昨年のインディケットで音楽部門賞を取り骨太のテクニックとその深みのあるメッセージが心をつかむ。
AH!のステージは、なにも若い者のためだけのものでないのだ。これは次の「ナカハラ・ヒサロオ」のライブにも言えるこ
とで、広島ロックシーンの代名詞といえる彼、体に染みついた経験の裏付けがライブを本物にする。アリスガーデンという
オープンな空間で聴くことができるのは、ライブハウスとはまたちょっと違ってハッピーな出来事だ。
ラストの「春秋分点」のライブもまたしかり、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する彼
らのプログレッシブでアヴァンギャルドな音楽は、70 年代のロックカルチャーのテイストを追憶しつつも現在に咀嚼された
表現が垣間見られた。
自分の表現活動を続けるということ‥こういった経験や背景をもったアーティストによる厚みや深みのある表現がもっと
ストリートに露出することこそ広島の文化的熟度をアピールすることにつながる。もっともっとオヤジがんばって欲しい！
（報告：石丸良道）

《大道芸人モジキ》

《佐藤謙二》

《ナカハラ・ヒサロオ》

《春秋分点》

2 月の AH!はお休みです！
次回は 3 月 15 日（土） またまた期待してください！

┏┓
┗■ 【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。
２月にも財団による選考委員会が開かれることを受け誘致活動は最終段階に入り、誘致会の活動はマスコミでも連日のよ
うに報道されています。最近の活動報告です。

■ラストスパート・アクション第１弾 街頭署名活動
☆1 月 27 日（日）☆時間 15 時〜17 時。☆場所：中区本通パルコ本館西側横
☆同時開催：
「TARO s Cafe Hiroshima」プロジェクト＠アリスガーデン（下記参照）☆署名活動参加者：10 名
■ラストスパートアクション第２弾！ 説明会と意見交換会 「いま私たちにできること！」
☆２月８日（金）☆時間 14 時〜15 時 30 分☆場所：オリエンタルホテル広島 23 階ムーングロー" MOON GLOW "
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☆協力：オリエンタルホテル広島 ☆参加者：誘致会会員・広島誘致に関心のある市民・報道マスコミ関係者約 50 名
以下は上記説明会で報告された内容です。

１ 広島誘致会活動最新状況報告
本会は昨年末来の情報を分析しますと、現在広島誘致は楽観視できない状況にあると認識しています。このような状況下、
本会といたしましては市当局とともに、市民活動として粛々とまた粘り強く、あらゆる手段をつくし広島誘致の意義と理念
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メリットをまとめましたパンフレット（5000 部）を作成し、
国内外の著名人・文化人の方々に向けて発送し賛同を呼びかけています。この呼びかけに応じ、故ジョン・レノンの妻でア
ーティストであるオノ・ヨーコさんからも自筆のメッセージが届きました。また東京広島県人会、ふくおか広島県人会から
もパンフレットの配布等、支援の申し出を受けました。

《広島誘致 PR パンフレット》

《オノ・ヨーコさんからの自筆のメッセージ》

２ "TARO's Port Hiroshima"という理念をアピール！
誘致会では、本会設立当初からの理念であったこの考え方をさらに鮮明に打ち出す方針となりました。この考えは、「明
日の神話」は広島だけではなく人類の持ち物だという視点をとるものです。
以下この理念について：
「明日の神話」を世界へと航行する一艘の「船（Boat）」として捉えます。広島は母港（Port）としての役割を果たします。
「広島は「明日の神話」の専用展示施設を建設し、作品展示・保存の拠点となるが、他所で展示を望む所があれば、ある期
間移動展示をし、「明日の神話」がもっているメッセージを限られた地域を超えて幅広く伝えようとするものである。」
＊広島に「明日の神話」がない期間は、実物大レプリカを展示する。
以上、本会では、この理念をさらにアピールし他都市との連携を進めること。現に現在長崎市や大阪吹田市との市民団体
レベルでの連携の話を進めています。
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《 説明会＆意見交換会 2.8 》
３ 今後の具体的な活動
今後の具体的な活動として、署名活動の継続（現在 35,500）、大型ビジョン（C−vision）による PR 映像の放映、広島市
水道局が製造している「広島の水」のボトルに広島誘致の PR シールを貼って広報活動に役立てる。また集まった署名やメ
ッセージ等を財団に届けること。"TARO's Port Hiroshima"の理念を財団にさらに理解していただくことなど、財団による
選考委員会に向けてさらなるアピールを広島市当局と協議しつつ行います。
なお大型ビジョン PR 映像（15 秒）は本日 8 日から八丁堀と広島駅にある大型ビジョン（C−vision）で 30 分おきに定期
的に放映されます。ご覧になってください。

若者も立ち上げる！〜「TARO's Cafe Hiroshima」について
広島にとって厳しい雰囲気を感じたのか、広島の若者による「TARO's Cafe Hiroshima」という心強い活動が立ち上がり
ました。この活動の主役は二人の若い女性、宗さんと島田さん、短期間に市民 100 人にインタビューを行い、サイトを公開
しました。「明日の神話」をめぐってこれからの広島のこと、世界のこと、「考える若者」の姿がすがすがしいです。

▲サイトについて→アドレス：http://www.taros-port.jp/cafe/
また制作過程をまとめた映像編（約１８分）も公開され注目されています。

《アリスガーデンで取材 1.27》

《映像編の発表 2.8》

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」広島誘致会の運営副委員長でもある！
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？？（済み）
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
団体会員
１口 １，０００円
個人会員
１口 １，０００円

１０口以上
２口以上
１口以上
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○岡本太郎「明日の神話」広島誘致会 会員数（2008 年１月末現在）
・個人会員数
282 名 ・法人会員
10 法人 ・団体会員 1 団体
■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
└─────────────────────────────────────────────────────
袋町公園美化活動のメンバーですが、体調を崩したり、これから参加しようと意気込んでも母親の介護で身動きがとれず、
本山さんやメンバーの方々に迷惑をかけております。街に出たときは公園を横切りますが、せめてもの償いで空き缶・ペッ
トボトルは拾わせてもらっています。
楽しく語らい、憩いの場である公園を利用された方が、一つの吸殻を拾ってゴミ箱に入れている周辺の方々も、散歩の時な
ど自分の庭先に落ちているゴミと意識して拾っている・・遊んでいる子供達が拾って・・ 。そのような優しい風が、袋町公
園に吹くことを楽しみにしています。
時間が自由になったら今迄の迷惑分のお返しをしたいと思っておりますが・・。
■１月活動報告
●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➡➡➡雑草除去を１回、行いました。
■２・３月活動予定
●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
２月→→ ７日、１４日、２１日、２２日
３月→→ ６日、１３日、２７日

（佐藤 宏）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■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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「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.
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◆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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