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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 

黄砂や花粉症など、ネガティブな「春」が訪れているようですが皆様は如何お過ごしでしょうか？ 私事ですが、空き家に

なっておりました実家を建て替えることになりましてドタバタしております。何かとご迷惑をお掛けするかもしれませんが

ご了承下さい。 

すでに報道のように、ついに「明日の神話」の嫁ぎ先が３月１８日に決定することになりました！ 「選考委員会」開催後、

それを基に財団理事会にて決定するそうです。「渋谷優勢」で進んできましたが、土壇場で誘致会メンバーのがんばりや長崎

市の応援で広島も巻き返して来ました。一緒に広島に決まることを祈りましょう！！ 

さて、年度末を迎えて、次年度の計画を考える時期になりました(遅い！)。特にアリスガーデン関係では、ＡＨ！、そして

橋本理事が進めている「壁面緑化」について具体的な動きがあります。グリーン関係もハートフルオアシスさんとコラボが

終了し、新たな局面を迎えそうです。またインディケットなど、中心部活性化企画の練り直しも迫られております。また中

振連では少子高齢化対策の一環として「子育て支援」策を検討中です。それぞれ関係の方にご相談しますのでよろしくお願

いします。そして３年掛かりの「夜街文化」もすべての事業を終了しましたが、その成果である「カミハチ」サイトは今後

も継続事業となります。 

「カミハチ」サイト→→ http://www.kamihachi.net/ 
紙屋町・八丁堀のおもしろ情報を発信するベースとして今後も発展すると思いますので応援よろしくお願いします。 

詳しくは、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 

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

ハートフルオアシス（代表；渡部弘太郎）さんと協働のアリスガーデン、並木通りなど花と緑、美化清掃活動がこの 3 月を

もって一区切りとして終了することとなりました。 

平成15年10月より始まり平成20年3月でちょうど4年半の間、毎月1回活動を続けました。ハートフルさんが声かけし

て活動希望の授産所、作業所さんが集まり、多い時には 100 名以上の皆さんと並木通り、アリスガーデンの花植え込みや除

草、沢田歯科前空地の水洗いなど実行しました。 

アリスガーデン、並木通りなど中心街のまち並みを美しく維持することはとっても大切です。 

4 月からは＜希望する授産所、作業所さんのボランテイア自由参加＞をいただきとＮＰＯ法人セトラひろしまとの協働活動

ということで花と緑と美化清掃を引き続き進めていく予定です。 

 協働で動くということはある種の楽しさ、充実感があります。4月17日第3木曜日9：45集合から新たな一歩の活動を開

始します。 

今までの多くの皆さまのご支援ご協力にお礼を申し上げ、引き続きのサポートご支援をヨロシクお願いいたします。 

（報告：橋本まちこ） 
  

グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

☆２月１６日（土） アリスガ－デン パンジ－補植と手入れ 

☆２月２１日（木） １０:００～１１:３０ ハートフルオアシス協働活動 参加者：４４名 
アリスガーデン、並木通りのプリムラ、パンジー、ビオラなどの花がら摘みと美化清掃 
その後、ハートフルオアシス協働作業終了の挨拶など；並木商店街振興組合の下井理事長、梶村事務局長、参加の皆

さまから感想など発表。 
   同組合様から飲み物とクッキーの提供がありました。いつも有難うございます。 
  ☆２月１３日（水） 市役所にて 

・アサガオ‘オーシャンブルー‘の壁面緑化に関する広島市植物公園の報告会に参加 １４：００～１５：３０ 
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・アリスガーデン壁面緑化に関する打ち合わせ １３：００～１４：００ １１Ｆ会議室 １３名参加 
  ☆２月２５日（月） １０：００～１１：３０ アリスガーデン壁面緑化プロジェクト会議  

市役所 参加者：8名 
・アサガオの品種“オーシャンブルー”を使用することも視野に入れて、アリスガーデンの緑化の可能性を検討する 
研究会を立ち上げます。 

    現在、学術、資材、建築、環境、施工、商店街など専門分野と調整中。 
 
 ■活動予定 

☆３月２０日（木） 春分の日（休日）につき 定例のアリスガーデン活動はありません 
☆３月１０日（月） １０：００～  アリスガーデン壁面緑化研究会議 市役所 
☆３月１４日（金） １０：００～ 東区民文化センター 花づくり研修会 サポート 
☆アリスガーデンなど手入れ適時実施 

 
ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 

春の日差しの訪れに 植物もウキウキ ホッとしているでしょう。パンジー・シクラメンも元気です。 

■活動報告 

☆２月１３日(水) １０：００～１１:３０ 定例活動 参加者８名 

 市民交流プラザ前の焦げ鉢コンテナ植え替え 

  破損してガムテ－プで痛々しいコンテナ２個を新コンテナへ植え替えすっきり綺麗 

になりました。広島市内も５センチの積雪。チラチラ小雪の舞う中、 

皆さんアットホ－ムで和気藹々と活動。気持ちもホットでした。 

☆２月２０日(水) １３：００～１５：００ 平和大通りサ－クル花壇植込み 参加者６名 

  １月末に仮植えしていた“パンジ－”“玉竜”を新花壇へ植え込みました。 

  色彩も素敵な花壇が出来上がりました。夜間はライトアップもされます。 

■活動予定 

  ☆３月１２日(水) １０：００～ 定例活動 交流プラザ 集合  

  ☆４月 ９日(水) １０：００～ 定例活動 交流プラザ 集合 

    皆さん、ご多忙中の時期ですが、花に触れ楽しい時間を過ごしましょう！ 

    ご参加お待ちしております。                                        

                                                                                                             

━━* 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。 

 

■ 3月のアリスガーデンパフォーマンス広場AH! 

ＡＨ！PRESENTS “春よこい”  

３月１５日  Hiroshima Alice Garden 
 

■2008年３月１５日（土）＠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 
■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⇔松山交流ライブ Hi-Fu（姉妹デュオ）、うかれれ（ウクレレ弾き語り） 

 
平和大通りサークル花壇 
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15：40～ ☆ 学ちゃんの「ラブリークッキングショー７」 

ゲスト：中原克也（グランドプリンスホテル） 

◎ゲスト紹介！！！中原 克也 

■1969年2月生まれ。広島県出身39歳。 

■1987年安芸グランドホテル 

■1991年東京プリンスホテル 

■1995年広島プリンスホテル(現グランドプリンスホテル広島) 

■2003年広島プリンスホテル(現グランドプリンスホテル広島)  

22Fステーキ＆シーフード BOSTONの料理長(現在) 

＊洋食のレストランでレストランウエディングにも力を入れています。 

昨年からの料理教室も4月で7回目を迎えます 

16：35～ ☆ 広島インディーズによるステージ 

 

★AH！PRESENTS ライブショータイム！  

18：15～ ☆ 広島インディーズによるステージ 

19：00～ ☆ DUO 河村貴之（トランペット）＆赤木実（ギター＆ボーカル）＊ジャズやポップスの演奏 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

◎河村貴之（Trumpet,Flugelhorn） 

http://ww52.tiki.ne.jp/̃natto-blues/ 

1973年、山口県岩国市に生まれる。10才よりトランペットを始める。ジャズは勿論ロックやブルース、ポップ

ス、ソウルミュージック等のセクションプレイヤー兼アレンジもこなし、広島県・山口県の各地でライブ・コン

サート活動を展開する。また、楽曲アレンジや音楽プロデュース、自身の主宰するトランペット教室等、演奏

以外にも様々な形で音楽活動を展開中。2007年10月20日、自身のオリジナルナンバーを集めたファース

トアルバム「HARBORWIND」をリリース。様々な音楽・オーディオ系の雑誌でも記事掲載され好評を博して

いる。 

 

●ブース（13：00～20：00） 

アートブース（クラウ、グラから、大道芸、アート作品等）、クッキングカー（カルフォルニア・ラブ） 

 

AH! コラム 「次年度に向けて」 

アリスガーデンパフォーマンス広場も3月で、4年目を終えます。4月からは5年目に突入します。光陰矢のごとし、あっ

というまに月日が過ぎました。このプロジェクト、当初の目的でありました暴走族対策また広場のイメージアップという使命

は一応果たされたように思われます。次年度からは、広島市からの負担金もなくなり、いよいよ自立しなければなりません。

一からの仕切り直しです。 

従来の「賑わい」づくりに加えて、子育て支援、食育また壁面緑化といったテーマを重視し、子育て世代やKIDSたちにも

解放された、都心における「憩い」の拠点づくりを目指そうとしています。 

例えばこんなイメージです。 

「昼ごろから、授乳室やKIDS遊び場がオープンします。そばには緑に囲まれたKIDS CAFEが開店しています。アーティス

トたちによる展示やパフォーマンスも行われています。ブースではアーティストが作ったAH!オリジナルのエコバックも売っ

ています。KIDS CAFEは、食育のコンセプトに裏付けられた子供向けメニューが売りです。ステージ広場では、子供達とおば

あちゃまたちによるちょっとしたライブ演奏や歌のワークショップなどをやっています。食育とリンクした料理ショーもあ

り、お母さんたちが参加しています。アーティストが子供達と一緒にライブペインティングもしています。夕方近く、若者が

集まって来ます。すると広場は、インディーズのミュージシャンたちによるライブ会場へと変身します。ステージ前では、若

者や観光客が踊っていたりします。CAFE のメニューも少しアダルト指向へ変わります。またアーティストブースにライトが

ともり楽しいナイトイベントの雰囲気で盛り上がります。」 

 というイメージかな？でもこれを実現するためには大変な努力がいります。沢山の人たちとのコラボが必要です。実現に向

け、今、若い人材のチームができ、あれこれ方法を練っているところです。いずれにせよこれからの運営は彼らの肩にかかっ

ています。そしてここで改めて、彼らをサポートする強力な輪（体制）をつくらなければなりません。 

 これからも都心の宝石、アリスガーデンを大切にしていきたいと思います。 

そのためにもどうかご支援・ご協力をお願いします。さらに積極的なご参加のかたちとして、サポーター（「人・モノ・金」

の支援）の輪に加わってくだされば幸いです。（文責：石丸良道） 
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┏┓ 

┗■ 【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。 

 

財団は来る3月18日（火）午前中に理事会を開催し、恒久展示先を最終決定、 

その日の内に、東京都現代美術館にて発表します。 

いよいよです！ 

 

【活動報告】 

●２月１５日 

本会でも長崎市との連携を模索してきましたが、秋葉広島市長は記者会見で、長崎市長は太郎財団理事長（元官房長官・与

謝野馨氏）宛に、岡本太郎「明日の神話」は、「被爆地広島市への設置が適切」であり、長崎市は、岡本太郎「明日の神話」

の広島市への設置を応援する旨の文書を届けたことを発表しました。広島市長もこの件に関して積極的にアプローチされた

ようです。 

●２月１５日 

「市民と市政」で誘致をアピールする記事がでました。 

●２月１６日午後4時54分から5時 

広島市広報番組 RCCテレビ「新ひろしま元気百倍」で！誘致会の活動が紹介されました。 

●２月1９日 

財団の選考委員会向けプレゼン資料が完成し広島市に届けました。広島市より財団へ届けてもらいました。 

資料は、1 部：広島誘致の利点や思い、寄せられたメッセージや署名（写真）等 TARO's cafe 若者のメッセージなど DVD2

枚。2部：誘致が決定した場合の展示プロジェクトについて（理念、施設案、施設設置後の活動も含みます）。以上2部構成

です。またこれ以後、サポーターのみなさまや、財団に近しいと思われる著名人・文化人の方々にも同じ内容の資料を発送

しました。 

●２月２０日 

平成20年広島市議会本会議第1回定例会の総括質問の中で「明日の神話」誘致が取り上げられました。 

◎平木議員（公明党）が「明日の神話」誘致について質問→渋谷が優勢である。広島市も積極的な対応が欲しい。予算措置

に関して等。加えて、宮本議員（自由民主党新政クラブ）は、現球場跡地問題に関連し質問の最後に「明日の神話」に触れ、

支援を表明した長崎市への感謝とともに、広島市へ檄を飛ばされました。 

●２月２８日 

中国新聞社さん主導により中国新聞朝刊に、紙面1ページ、カラーで広島誘致PRのため意見広告が出ました。 

 

 

まだまだ署名が集まって来ています。 

また新しいサポーターとして◎栄久庵 憲司さん（デザイナー）が加わりました。 
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下の写真は、八丁堀交差点と広島駅にある大型ビジョン（Ｃ－ｖｉｏｎ）放映の様子です。 

中国新聞広告社さんのご協力で放映しております。 

 

 

 

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（済み） 

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PM１５：００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（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/ 
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┏┓ 

┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW 

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

「目白押し」久しぶりに、こんな表現があったことを思い出しました。この時期は「メジロ」を街中でもよく見かけます。

我が家の庭にも亡父が植えたサクランボの木があり、小鳥の訪問が絶えません。今朝、ボーっと観ていたら、みかんの輪切

りにヒヨドリが取り付いていて、近くの枝にはメジロが数匹とまり、ヒヨドリが飛び去るのを待っている様子です。そのう

ちの４匹がピッタリくっ付いてまるで、押し合っているようでした。写真が間に合わなかったのが残念です。それにしても

メジロを追い散らして、餌のミカンを食べてしまうヒヨドリを見ていると、何となく小さなメジロを応援したくなるのも妙

なものですね。春の足音も大きくなり、間もなくウグイスの声も聞けそうです。             （本山 剛） 

■２月活動報告 

●袋町公園美化・定期活動➡➡今月の活動は計４回 花壇の手入れやゴミの収集を行いました。累計で１１５回です。 

●並木通りサークル花壇➡➡➡雑草除去を１回、行いました。 

■３・４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        

     ３月→→ ６日、１３日、２７日                     

    ４月→→ ３日、１０日、１７日、２４日 

 

 

┏┓ 

┗■ 【５】キッズいけばな NOW 

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

あっという間に３月になってしまいました。３月１日のお稽古は、お雛様のそばに飾れるように、桃の花をいけました。 

受験準備のため、お稽古を休んでいた生徒も、合格の知らせとともに、いけばなをするためにきてくれたこと、嬉しく思い

ました。忘れずにいてくれて、よかったです。 

３月２０日（祝・木）、毎年恒例の展示会をします。今年の合作は、竹を短く切ったものを床一面に置いて作る作品です。 

先日、お世話してくださる方の協力のもと、温品の竹林で竹を切る作業をしました。日ごろしない力仕事に全ての筋肉が、

悲鳴をあげてしまいました。 

１年のお稽古のおさらい会です。半日の展示会ですが、どうぞ、お立ち寄りください。          （竹澤 和） 
 

■キッズいけばなスクール“春まつり” 

  日時：３月２０日（祝・木） 正午～午後５時 

  場所：広島市まちづくり交流プラザ ４階 ギャラリー 
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■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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