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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
春ですねぇー、ポカポカ陽気に誘われて我が家では恒例「夜の屋上バーベキュー」を楽しんでおります。ビルの谷間でお
月見しながらピクニック気分を味わうのもなかなか乙な物ですよ。皆様は新年度を如何お過ごしでしょうか？
ご承知の通り「明日の神話・広島誘致」は残念な結果になってしまいました。ご署名、ご協力頂いた皆様には心より感謝
申し上げます。ありがとうございました。また３月２８日に財団より平野暁臣氏が経緯説明のために広島市に来られました
ので、木村副委員長と共に話しを聞きました。マスコミをシャットアウトして語られた説明とは、まさに聞くに堪えない内
容で、本音を隠すための詭弁としか私には聞こえませんでした。どうも最初から広島に（東京以外の場所に）持って行く気
はなかったようです。当分の間は腸が煮えくりかえっておりました。しかしながら、我々の誘致活動は無駄に終わったわけ
ではありません。広島でも市民と地元マスコミの力で、芸術を元にしてこれだけの盛り上げを見せることが出来たのです。
このパワーとネットワークを持続することによって、広島に新たな文化拠点を構築することが出来るかもしれません。今後
は広島市とも緊密に連携を図りつつ、市民球場跡地問題も絡めて活動を続けたいと思っております。そこで４月２６日に誘
致会解散式とシンポジウム「明日への思い」を開催します（詳しくは通信本文にて）
。
さて、４月８日に袋町公園にてセトラ恒例の「お花見」を開催しました。誘致会や夜街文化、ＡＨ！のメンバーも含めて
総勢３８名の大宴会となり、まさにＮＰＯの名に恥じない老若男女一体となったとても楽しい会となりました！参加された
皆様ありがとうございました。また都合で参加できなかった皆さん、来年のリベンジをお待ちしております。そして並木通
の女性軍と尾崎シェフに感謝いたします。来年はお肉の量も増やしますのでもよろしく！
また「アリスガーデンパフォーマンス広場事業」では、若いメンバー達が、アート系や子育てボランティアの皆さんと協
働して「親子休憩所」
「キッズカフェ」
「ぬり絵コーナー」等を計画中です。５月４日から始動します。新しいＡＨ！が始ま
りそうな予感です。ご注目下さい。
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）
……＜目次＞………………………………………………………………………………………………………………………………
【１】グリーンプロジェクト NOW
【２】アリスガーデンパフォーマンス広場 AH! NOW
【３】岡本太郎「明日の神話」広島誘致市民活動 TARO s Port Hiroshima NOW
【４】地域環境プロジェクト NOW
【５】キッズいけばな NOW
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
┏┓
┗■ 【１】グリ−ンプロジェクト NOW
└────────────────────────────────────────────────────
アリスガーデンでは１年草のビオラ、パンジー、ノースポールなどが今、もりもりと咲いています。これは安佐南区古市の
コミュニテーリーダー＜ＮＰＯ法人ひゅーるぽん＞さんが、販売用として作り上げた苗を植えつけたものです。
足かけ３年目の技術を持って、花苗の生産事業をがんばっている＜ひゅーるぽん＞さんの苗を、今後も利用できるよう協働
の気持ちで進めます。春の花は５月末ごろまで次々咲き続けて、アリスガーデンに潤いの空間を作り出します。
（報告：橋本まちこ）
グリ−ンプロジェクト
■活動報告
☆３月１０日(月)、１６日(日)、２７日(金)
アリスガ−デン緑化の打ち合せ等 述べ参加１５名
☆３月１４日(金)
１０：００〜１２：００ 東区民センタ− 二葉会館共催
東区の「花いっぱいキャンバス」講習会サポート 参加者約３５名
☆３月１７日(月)、２７日(金)
１０：００〜１２：００
アリスガーデン
並木通り ３月の手入れ作業 参加者：６名
（並木商店街振興組合さまより飲料水の提供いただきました。いつも有難うございます。
）
■活動予定
☆４月１３日(日)
９：００〜１２：００ 中島小学校 壁面緑化作業サポート
☆４月１７日(木)
９：４５集合 １０：００〜１２：００ アリスガ−デン・並木通り 花の手入れ 定期活動
ボランティア参加歓迎いたします。
☆アリスガ−デン緑化の準備随時
４月１７日(木)、５月７日(水)、８日(木)、９日(金)予定
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ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
陽春の侯 プリムラ チューリップ 元気よく咲き春爛漫ですね。
■活動報告
☆３月１２日(水) １０：００〜１１:３０ 定例活動 参加者１０名
平和大通りサークル花壇：腐葉土を入れ 花がらつみ 水遣り
プラザ前 ：シクラメン パンジー の手入れ 活動後 次回植え替えの花について ミーティングをしました。
■活動予定
☆４月２３日(水) １０：００〜 定例活動 プラザ前 ハンギング植え替え ※９日を２３日に変更
☆５月１４日(水)
９：５０〜 袋町小学校 集合 定例活動
袋町小学校２年生さんと焦げ鉢コンテナの植え替え。
皆さん、一緒に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、ライブステージとカフェ、アート展示や子育てキッズコーナーなど、季節にあわせたイ
ベントを開催しています。

■ ３月のリポート

ＡＨ！PRESENTS

春よこい

■2008 年 3 月 15 日（土）＠中区アリスガーデン ＊15：00〜20：00
＊天候：晴れ ＊観客動員数：9,000 人 ＊出演者：8 人 ＊アート出展者：12 人
■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）
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）
16：35〜 ☆智恵理（高校生シンガー）
★AH！PRESENTS ライブショータイム！
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
●ブース（13：00〜20：00）
アートブース（ライブペインティング、クラウ（パントマイム・パフォーマンス）
、グラから（アート作品）
、大道芸モジキ、
アート作品等）
、岡本太郎「明日の神話」広島誘致 PR ブース、クッキングカー（カルフォルニア・ラブ）

〈アートブース出展・グラから〉

〈大道芸モジキ・クラウ（パントマイム）
〉
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〈ライブペインティング１〉

〈学ちゃんの「ラブリークッキングショー７」
〉

〈ライブペインティング２〉

〈DUO 河村貴之＆赤木実〉

AH! コラム 「新しき芽」
●3 月の AH!…春の風に吹かれて、すがすがしく挙行。先ず中央通り主催のイベント「大声大会おらぼぅで」があった。人出
はまあまあ。岡本太郎「明日の神話」広島誘致活動の最後のキャンペーンとして PR ブースが出たため、テレビ局や新聞社の
取材陣の姿も多かった。
●今回の AH!の特長はアートブースの充実だ。圧巻はライブペインティング…7 人のアーティストが集合し、コンパネ 3 枚分
のキャンバス？を相手に絵を描く。広場に花が咲いたようだ。また作画のプロセスがまた面白い。中には子どもと一緒に絵を
描いているアーティストもいた。今回の企画は、参加アーティストと AH!若者スタッフが、周到に準備を重ねた賜物。アーテ
ィストにとっても「そこそこ注目の中、描くのは気分が良かった。
」という感想だった。またパントマイム・パフォーマンス
のクラウ氏やジャグリングの大道芸人モジキ氏の存在も、ある意味調味料として AH!の「味わい」を引き立てた。AH!は、新
しいシーズンからこれまでの内容を一新する予定だが、彼らの取り組みがキーとなる、新しい芽に期待したい。
●ステージの方では、恒例の広島⇔松山交流ライブ、今回はいつもの Hi-Fu（姉妹デュオ）に、ウクレレ弾き語りの「うかれ
れ」が参加、最近めずらしいゆるいパターン、とぼけた感じのキャラが好感がもてた。学ちゃんの「ラブリークッキングショ
ー７」では、ゲストになんとグランドプリンスホテル、ステーキ＆シーフード「BOSTON」の料理長、中原克也氏が参加して下
さった。学ぶちゃんこと宮崎氏とのトークの掛け合いも軽妙、オープンでフランクなショーとなった。
高校生シンガーの智恵理のステージは聴衆を引きつけた。おそるべき高校生か！また 1 人、注目のシンガーが広島に現れた。
トリの河村貴之（トランペット）＆赤木実（ギター＆ボーカル）のデュオは、プロフェッショナルなテイスト。中に入れた即
興演奏など、大人をうならせた。
（文責：石丸良道）

■ ４月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH!

４月１９日(土)
Hiroshima Alice Garden
Coke Street Live in Hiroshima
■日時：平成 20 年４月 19 日(土) ＠中区アリスガーデン 12:00〜20:00
■共催：日本コカ・コーラ株式会社
●ステージ：
「コークストリートライブ」12:00〜17:30
広島を代表するストリートミュージシャンが参加！
ラジオボタン、屑星、AbouTers、天道虫、ネムカカ、くらはしけんじ、数田祐一
●ブース・コーナー：アートブース他
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■ ５月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH!

５月３・４・５日

Hiroshima Alice Garden

５月はゴールデンウィークの開催とし、こどもの日にあわせ「ぬり絵コーナー」を設けました。また、お子様連れのご家族
が休憩できる「親子休憩所」と「キッズカフェ」を展開します。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
■日時：平成 20 年 5 月 4 日（日）
・5 日（月） ＠中区アリスガーデン
■協力：Ｍ２（エムエム）Café Bar、広島ホームテレビ
■協賛：ステージユニオン広島
【3 日(土)】
●ステージ
15：30〜16：30（予定） ＊チャーリー今井ダンスチーム
●ブース展開：なし
【4 日（日）
】
（イベント開催時間は 11:00〜20:00）
●ステージ
14:00〜14:45 学ちゃんの「ラブリークッキングショー８」
15:00〜17:00 ライブペイント
17:00〜20:00 広島インディーズによるライブ ＊Ｒｙｏ（三次出身のシンガーソングライター）
、他４組。
●ブース・コーナー
・AH!CAFE ・キッズカフェ ・アートブース（ライブペイント参加アーティスト、マジシャン まんぼぅ 他）
・親子休憩所(授乳所・休憩コーナー) ・子どもの遊び場（手品・ぬり絵コーナー）
【5 日(月)】
（イベント開催時間は 11:00〜20:00）
●ステージ
14:30〜15:30 広島ジュニアマリンバアンサンブル（音楽で世界にはばたくスーパーキッズ！）
15:30〜20:00 広島インディーズによるライブ
●ブース・コーナー
・AH!CAFE ・アートブース ・親子休憩所(授乳所・休憩コーナー)

┏┓
┗■ 【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。

岡本太郎「明日の神話」広島誘致市民活動に関するご協力および署名のお礼と報告
岡本太郎の大壁画「明日の神話」＝副題「ヒロシマ ナガサキ」を広島に恒久設置することを目指し、私たち広島誘致会
は誘致活動を２年にわたり展開してきましたが、(財）岡本太郎記念現代芸術振興財団は、平成２０年３月１８日（火）に
本作品の設置場所を東京都渋谷区に決定したと発表いたしました。
この作品は＜広島こそあるべき場所＞と信じてきました私たちには誠に残念な結果となり落胆の感をぬぐえません。
これまでの誘致活動には広島市民のみならず日本各地、また広く世界から共鳴のメッセージを受け、また賛同の皆さま一
人ひとりとの対話の結果である３万７千名を超える署名もいただきました。
ここに、この誘致活動にご協力いただきましたこと、またご署名いただいた多くの皆さまに心よりお礼と深い感謝の気持
ちを申し上げます。
「明日の神話」が東京の地において、広く感動と平和の輪を世界に向けて発信されることを願っています。
広島誘致会は一定の結果を得て解散いたしますが、文化と平和の創造、次の新しい「明日」に向かって動き始めようとし
ていることをお伝えいたします。
皆さま本当に有難うございました。
以下、誘致会の活動、最後の取り組みをご案内します。
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● 「明日への思い」〜大州中学校生徒が描いた岡本太郎「明日の神話」１／２レプリカ展示
・日時：4 月 8 日（火）〜20 日（日）11:00〜17:00
・場所：旧日本銀行広島支店
＊中学生がちぎり絵で描いた「明日の神話」です。とてもよく出来ています。
若い世代の思いを大切にしたいと思います。ご覧になってください！！
● 岡本太郎「明日の神話」展 （ギャラリーＧ主催／関連イベント）
・日時：4 月 22 日（火）〜5 月 3 日（土）（3 日は 17：00 まで）
・場所：「ギャラリーＧ」 中区上八丁堀４−１公開空地内 Tel: (082)211-3260
●岡本太郎「明日の神話」広島誘致会 総会
・開催日時：平成 20 年 4 月 26 日（土）13：00〜14：00
・場 所 ：広島県立美術館地下講堂
●シンポジウム PASSION FOR TOMORROW 「明日への思い」
岡本太郎「明日の神話」広島誘致市民活動は
何をもたらしたのか？何をもたらすのだろうか？今、情熱をもって明日を語る！
・開催日時：平成 20 年 4 月 26 日（土）14：30〜17：30
・場 所 ：広島県立美術館地下講堂
１４：１５ 開場 受付
１４：３０ 第 1 部 活動リレー報告〜岡本太郎「明日の神話」広島誘致市民活動をふり返って
１５：１０ 第 2 部 ビジョン提案〜「明日の広場」創造に向けて
１５：５０ 第３部 シンポジウム PASSION FOR TOMORROW
ビジョン提案を受けての市民によるフリー討論（しゃべくり場）
徹底討論！明日の文化とは？どうなる広島のまちづくり？
●しゃべくり人：市民有志
●コメンテーター（予定）
：
・大井健地氏（広島市立大学教授・21 世紀の文化論の視点から）
・松波龍一氏（松波計画事務所・都市デザインの視点から）
・竹澤雄三氏（国際美術評論家・国際的芸術活動の視点から）
・松田弘氏（広島県立美術館学芸員、アートの視点から）
・若狭利康氏（広島市中央部商店街振興組合連合会青年部会長・広島市中央部地域活性化の視点から）
・他各界コメンテーター
●岡本太郎「明日の神話」広島誘致会・解散式と懇親パーティ
THANKS FOR TOMORROW
・同日 18：00〜20：00 ギャラリーG とその前庭にて
・参加費：１，０００円（明日の神話バッチ＆キャップをプレゼント）
◎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４月のスタートは、好天に恵まれ７〜８分咲きの桜を観ながらの楽しい活動でした。４月より「広島市ま
ちの美化に関する里親制度」により協定を結び、公園周辺道路の美化活動も行うことにしました。少しずつ活動範囲を拡げ
て、街の活性化に役立てればいいなと思います。課題として、活動費の確保と共に活動メンバーを殖やしていく必要があり
ます。
（本山 剛）
■３月活動報告
●袋町公園美化・定期活動➡➡今月の活動は計３回 花壇の手入れやゴミの収集を行いました。累計で１１８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。
■４月・５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
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★日時＆場所：毎週木曜日 １０時
袋町公園集合
４月→→ ３日、１０日、１７日、２４日
５月→→ １日、８日、１５日、２２日、２９日

┏┓
┗■ 【５】キッズいけばな NOW
└─────────────────────────────────────────────────────
３月２０日(祝)、恒例の展示会を交流プラザギャラリーで行いました。個人のコーナーには、自作やきもの花器と、組み合
わせ花器に２作品、花をいけました。また、今年の合作は、竹の輪切りを床に転がし、そこに花をいけました。ワークショ
ップは、エコバッグを葉っぱや、レンコンの輪切りでステンシルしてつくりました。最後に、若狭理事長から、修了書を授
与していただき、１年のしめくくりができました。ありがとうございました。
場所柄、入場者数が少ないのが、いつも残念に思っています。５月から、また、新年度のクラスをスタートしようと思って
います。生徒確保に頭が痛いです。皆様、どうぞ、よろしくお願いします。
（竹澤 和）

《キッズいけばなスクール H19 年度コース終了記念展示会》

キッズいけばなスクール！ドイツで開講！
セトラひろしまもいよいよ国際文化交流事業をスタート！
「ドイツ・いけばなクラス」
２００８年４月１３日（日） １４時〜１７時
ドイツ・バーデン州（Baden） バート・ヘレンアルプ（Bad Herrenalb)
＊ フランクフルトから南に１時間半くらいのところで教室を開きます！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■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！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「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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