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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
涼しくなったと思ったら、また暑さがぶり返していますが、皆様お変わりございませんか？こちらは皆、元気にしておりま
す。
「経済レポート」にも載ってしまいましたが、私の実家跡に賃貸マンションを建設することになりました。施工は街づく
りでも長年お世話になっている「森信建設」さんに省エネになる「外断熱工法」で建ててもらいます。その他、商店街関係
で４つの案件を同時進行しておりますので、当分バタバタが続きそうですが何卒ご容赦下さいませ。
１０月・１１月に大きなイベントが目白押しで、セトラも非常に忙しくなってきました。とりあえず９月には恒例のＡＨ！、
１０月１日は「酒まつり」
、１１・１２日は「インディケット」
、そしてもしかしたら「秋みょうじんさん」が入るかも？
１１月になると「えべっさん」と「リヴァ写真展」が待っています。また、グリーンでは引き続き「壁面緑化」の社会実験
が年内まで続きます。環境では「えべっさん」の「おそうじ隊」があります。皆様、何卒ご協力の程よろしくお願いします。
そして、セトラから若者達の巣立ちが始まろうとしています。ＡＨ！のミュージシャンのブックキングから当日のディレク
ションまでしてくれていた西君の就職が決まりました！めでたい！また、子育て支援やアーティスト関係を仕切ってくれて
いる舟津君も短期研修に出かけます。これが就職に結びつくことを祈っています。ホームページを担当してくれている梶田
さんも、そろそろお声が掛かりそうな気配です。めでたいことではあるのですが、これまでセトラを支えてくれていた３人
が抜けるとなると業務運営が大変になります。どなたか是非とも後継者のご紹介を！！
セトラは変則で９月からが新年度になりますので、１０月１６日(木)にエンジェルパルテにて通常総会と懇親会を開催いた
します。関係者の方には順次お知らせいたしますので、懇親会にも是非ご出席をお願いします。
※特報！ セトラの活動がテレビ放映！ 広島ホームテレビ「J-STATION」９月１７日(水)午後５時３０分前後 必見！
それでは今月も情報満載のセトラ通信をごゆっくりご覧下さい。

（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
└────────────────────────────────────────────────────
月に一度、セトラ通信にグリーンプロジェクトの活動コメントを書きます。たったひと月の間でも植物の顔は次々と変化し、
その瞬間ごとに発見や感動や、反省が交差して、そんな気持ちで植物をひと月を区切りとしながら接しています。しかし、
この８月の酷暑の中では、ただただ暑さの中に存在している植物を、眼前を流れている感覚で、眺めているだけが精いっぱ
いの毎日が続きました。９月に入り夕方から朝方にかけてはすっかり涼しくなって、植物も人間以上にやれやれと思ってい
るはずです。四季の変化差が大きい温帯地域の日本では、植物は環境に順応しつつ生育し花を咲かせます。
私たちは、その変化の激しさをを飽きなく眺めて、楽しんでいるというところでしょうか。
（報告：はしもとまちこ）
グリ−ンプロジェクト
■活動報告
○＜アリスガーデン緑化プログラム＞活動
７月３１日(木)〜８月３１日(日)
オ−シャンブル−他植え付け後の管理継続
その後のかん水管理と施肥を実施
８月２３日(土) アリスガ−デン緑化実験によるイベント
ガ−デンニング、花・資材、エコカ−の展示他
気温調査（地上１ｍ 15:30）
直射下：４７℃
日陰：３７℃
夕立後：３０℃
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○定期活動
８月２１日(木)
アリスガ−デンの花壇等のメンテナンス
９:５０集合〜１１:３０
並木商店街振興組合さまから飲み物の提供がありました。いつも有難うございます。
○中区花の講習会サポート ８月２８日(木) ９:３０〜１１:３０ 中区役所
■活動予定
☆定例活動：毎月第３木曜日 集合９：４５〜１１：３０
アリスガーデン 花の景観づくり ＆ 美化活動
どなたでもボランテア自由参加です。当日アリスガーデンに集合ください。(個人準備；帽子、タオル、
飲料水、あればスコップ、軍手など）
★少雨・実施しています。
ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
■活動報告
☆定例活動日：１３日は、盆と重なったため、お休みにしました。
☆平和大通りサークル花壇の ベゴニア ：７月末の切り戻しが成功！
元気に赤・ピンク・白色の花が咲いています。
☆猛暑の中、会員皆様の水遣り、優しい眼差しを受け頑張っています。
☆プラザ前の ニチニチソウ も元気一杯、行き交う人々も暑さを忘れそう！
■活動予定
☆９月３日(水) 10:00〜12:00
パンジー 種まき 交流プラザ ３階会議室
☆９月１７日（水） 10:00〜11:30
ソ−シャルガ−デナ−倶楽部 総会 交流プラザ ３階会議室 B
☆１０月１日（水） 定例活動 10:00〜12:00
交流プラザ １階 集合
パンジー ポットあげ
※９月・１０月 定例活動日 変更しています。皆様のご参加 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!」の略で、アリスガーデンパフォーマンス広場として活動しています。
広島の「へそ」アリスガーデンで音楽ライブ、ライブペインティングなどのパフォーマンスを提供し、賑わいの創出を目
指します。また、お子様連れのご家族が休憩できる「親子休憩所」や「子どもの遊び場」も展開し、都心の憩いの場づくり
も目指します。

AH!８月のレポート
8/23 ALICE OASIS の記録
8 月 23 日は｢ALICE OASIS｣と題し、アリスガーデンの緑化実験とこどもコー
ナーがドッキング！
緑に囲まれたお陰でいつもと違った雰囲気に。とてもすがすがしくなりまし
た。午前中は各緑のブースが展開されました。
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写真はインプレイスさんによる竹で作られた「鳥の巣」大作戦です。

大学生のお姉さんに遊んでもらって子どもたちも嬉しそう。

アートブースには似顔絵の KAME さんと路上手紙人のくまさん。
いきなりの雨も止み、ライブステージの始まりです。
takahiro さん

学ちゃんのラブリークッキングトークショー
今回は広島赤鬼の料理長、西村雅美さんをゲストに迎えた中華料理
のマナー教室でした。
中華料理には独自のマナーがあり、文化の違いが垣間見られ面白い
ものです。
happy place さん

難波里恵さん
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想いのこもった歌が届いたのではないでしょうか。

澄んだ歌声に多くの人が惹きつけられました。

エル・コンボ・デ・ラ・パスさん
総勢１１名によるノリのあるステージは大迫力でした。
ALICE OASIS はここで無事終了！出演者の皆さん、
またスタッフの皆さんありがとうございました！

続いてはアリス G（が）DE アニメナイトの開催です。

おこさまらんちさんによるオープニングで華々しく幕を開けました。
そして大型のスクリーンが設置され、数々のクリエーターのアニメーション作品が上映されました。
なんと小学生のクリエーターも！

また、寺内大輔さん、三宅玉穂さんによる
映像と即興演奏のコラボレーションでは、
音のパフォーマンスによってアニメーションの世界が更に引き立っていました。

個性溢れる様々な作品が上映され、楽しい夜となりました。
そして 8/23 のイベント全てが無事、幕を下ろしました。一日を通し、い
ろいろなアリスガーデンの表情がみられた楽しい一日でしたね。
（以上報告は、セトラスタッフ・梶田さんと舟津君でした。）

……………………………………………………………………………………………………………………………
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■ 次回の AH! ９月２３日（祝日）開催

AH! PRESENTS

アリス絶対応援宣言！

■日
時：平成 20 年 9 月 23 日（水・祝日）
11:00〜20:15
■場
所：中区アリスガーデン
■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：Ｍ２（エムエム）Café Bar
■協
賛：ステージユニオン広島
■企 画 内 容：ライブステージ・AH!CAFE・親子休憩所・子どもの遊び場・しゃぼん玉コーナー、手作り雑貨、
アートブース
●ステージ
13:00〜13:30
14:00〜15:00
15:15〜15:45
16:15〜17:15

広島きらきら母交響楽団・有志室内楽チーム
ヘアカットショー by ba-boo
クッキングトークショー by 宮崎学
ライブペインティング by Blue lab．

17:30〜18:00
18:15〜18:45
19:00〜19:30
19:45〜20:15

一人芝居『公演で、…あると思います。
』 by 石本竜介
ｙｕｎｅ(ゆん)
調整中
森 恵（ギター弾語り）

●ブース
《子育て支援サービス》

…ママさん大集合！！！アリス「ママさん応援宣言」…
・おっぱい おむつ コーナー（授乳室）11:00〜15:00
・遊んで行きんちゃいコーナー(遊び場)11:00〜15:00
・しゃぼん玉コーナー 11:00〜15:00
＊子どもコーナーは無料♪ぜひご利用下さい。
（協力：子育ておたがいさま〜ズ他）
《子育て応援ブース》
・ハンドメイド「D's」
Lemonthyme、キャロママ屋、帽子屋さん
・青山キャピタル
《アートブース》
・アーティストグループ「Blue lab．
」他
《AH!CAFE》
●出演者について
□広島きらきら母交響楽団
主に子育て中のママたちによる「オーケストラ」＆「アンサンブル」の会で、2007 年秋に結成。初心者からプロまで幅広い
メンバーが在籍している。子連れで参加できて、経験年齢性別を問わないオーケストラは、全国でもとても珍しい。団員随
時募集中。10 月 4 日（土）に 第 1 回定期演奏会 開催します。13 時半開演＠東区民文化センター。0 歳から入場 OK＆入
場無料です♪
□石本竜介(いしもと りゅうすけ)
広島市安芸区出身。1994 年より劇団テアトル・エコーに所属。多数の舞台・テレビ・ラジオ出演。2008 年 2 月劇団テアト
ル・エコー退団後、帰郷。広島本通りでソロ・アクトライブを行うなど、精力的に活動中。
□森 恵（もり めぐみ）
2005 年 4 月頃からストリート活動を開始。いつの頃か、それが口コミで広がり新聞、雑誌、ラジオ、TV 等
で取り上げられるようになる。2008 年 7 月に初のフルアルバムを発売。他、福山大学、平成大学の TVCM や、
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きもの工芸西陣 TVCM へ楽曲を提供し、
ふれあいホームタウンみどりまちの TVCM では、
森恵本人も出演し話題になっている。
□Blue lab.
広島を中心に活動するアーティストの集まり。主にライブペイントを中心に活動。結成の発端は
当 AH!で の ラ イ ブ ペ イ ン テ ィ ン グ 。「 青 空 の 下 で 大 き な 絵 を 描 く っ て な ん て 気 持 ち が い い の だ ろ
う 。」 そ れ か ら ［ 青 空 の 下 で ＝ Blue］［ 色 々 や っ て み よ う ＝ Labolatry］ と い う こ と で 、 Blue lab.
の結成に至る。
●その他の情報
□「オーシャンブルーの花」
只今、アリスガーデンを緑でいっぱいにしようと「アリスガーデン緑化研究プロジェクト」をやっています。
この秋には、トランプ・オブジェの壁面にはオーシャンブルーの花が咲くでしょう。見に来てください。

ＡＨ！の最新情報は、ＡＨ！公式ブログ・
「AH!情報局」をご覧ください！

http://ahinfo.blog39.fc2.com/

┏┓
┗■ 【３】広島インディーズの祭典「インディケット ０８」 参加者募集！
└───────────────────────────────────────────────

広島のインディーズの祭典！

…広島のインディーズ・絶対応援宣言！…
AH!の姉妹イベントとして 2005 年より毎年開催されている「インディケットひろしま」
。インディ
ケットとは、インディーズとマーケットを組み合わせた造語で、自主制作作品のフリーマーケッ
トとプロモーション・ライブを行なうインディーズの祭典です。アート・音楽・ダンスなど、ジ
ャンルを問わずオリジナリティー溢れるアーティストがアリスガーデンに集います。さまざまな
ジャンルが混在して醸し出される「市」の楽しさを味わってください。広島のインディーズ・カ
ルチャーの今を知るには必見のイベントだ。
「金の卵」や「掘り出し物」を見つけられるかも！

☆時 10 月 11 日（土）
、12 日（日）12 時〜20 時
☆所 中区アリスガーデン

★ スペシャル・ゲスト『ポカスカジャン』 応援出演決定！

12 日（日）18:20 ごろ
（楽器を使った音ネタ専門のお笑いトリオ。WAHAHA 本舗所属。ロックバンド『Eye Dno't Nose』としても活動中 省吾：コ
ーラス・Ag 大久保：ボーカル・Per タマ：ギタリスター）
☆問 アートひろしま製作委員会事務局 ℡082−545−7611

詳しくは専用サイト→

http://www.indiket.net/

……………………………………………………………………………………………………………………………
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INDIKET HIROSHIMA 2007 Compilation Album

業界注目の「インディケット」‥待望のコンピレーションアルバム遂に発売中！
広島市を中心とする HOT なインディーズ・カルチャーの今を知るには必聴のアルバム。
定価 ¥1,500
ご購入希望の方はインディケット事務局へ！

┏┓
┗■ 【４】
「HIROSHIMA 1958 エマニュエル・リヴァの広島展」 NOW
└───────────────────────────────────────────────
岡本太郎「明日の神話」広島誘致会に続いて、セトラひろしまが事務局を担当しています。
「HIROSHIMA 1958 エマニュエル・リヴァの広島展」概要
会
期：2008 年 11 月 25 日（火）〜12 月 7 日（日）
（予定）
会
場：広島県立美術館地下講堂（予定）
・ギャラリーG、クリックファーム
展示資料：写真約 150 点、監督アラン・レネによる滞在記録、
小説家マルグリット・デュラスとの書簡、カメラ、着物など
上映会 ：シネツインにて 11 月 29 日（土）〜12 月 12 日（金）
シンポジウム：女優エマニュエル・リヴァさん来日！多摩美術大学教授・港千尋氏との対談（予定）

以下、今後の活動予定です。
●「2008 エマニュエル・リヴァの歩いた道を辿る」ワークショップ（予定）
日時：9、10 月の第４土曜日予定
内容：エマニュエル・リヴァの足跡を、写真を撮りながら辿ります。

「HIROSHIMA 1958 エマニュエル・リヴァの広島展」ブログ→http://hiroshima1958.blog116.fc2.com/

┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
■活動報告（８月）
● 袋町公園美化・定期活動➡➡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➡➡➡雑草とりを１回行いました。
■活動予定（９・１０月）
● 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
９月→→ ４日、１１日、１８日、２５日
１０月→→ ２日、 ９日、１６日、２３日、３０日

┏┓
┗■ 【６】キッズいけばなスク−ル NOW
└───────────────────────────────────────────────
残暑、きびしい毎日です。明日、６日のお稽古は、「秋の七草」のお勉強をしようと思っています。１年に１回のことなので、
忘れないようにしていきたいものです。８月に制作した「やきもの花器」でのお稽古は、１０月にすることにしました。
来年３月の交流プラザでの展示会の会場予約をする時期になりました。月日の流は、早いものです。少しでも、こども達が、
なにかをつかんでくれればと思っています。
（竹澤 和）
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┏┓
┗■ 【７】カルチャースクール「えとせとら」
└───────────────────────────────────────────────
セトラひろしま提供のカルチャースクールの講座！生徒募集をしています！
ＮＰＯ法人セトラひろしまの街なか「子育て支援」カルチャースクール

子どものための伝統文化教室
場所：広島市中区中町 1-27 久保広ハイツ 501 号
日時：毎月第３土曜日 １３：００〜１６：００
基本的に毎回「生け花」と「お琴」を、前期（6 回）
、後期（6 回）のシリーズで学びます。
加えて他の伝統文化体験スペシャル講座も開講します。
＊スペシャル講座（予定）
：陶芸講座（夏）
（済み）
、お茶会（春・お茶と音楽体験、着物の話 etc.）など
＊発表会など
〈講
師〉
【生け花】 竹澤 和（草月流師範会理事・いけばなインターナショナル会員）
【お琴】
榊記彌栄（沢井箏曲院教授）
◆初回体験受講料：1,500 円＋お花代実費◆
◆基本受講料：毎回 3,000 円＋お花代実費◆

ホームページ・リニューアルなる！
http://www.cetra.jp/npo/
また！併せてＡＨ！公式ブログも！
http://ahinfo.blog39.fc2.com/
是非訪ねてみてください！！

━━* 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：
Copyright(C)2005 NPO CETRA HIROSHIMA All rights reserved.
↑
※新しいメールアドレスになりました！
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◆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 ※ＵＲＬが変わりました！ お気に入りの変更をお願いします。
http://www.chushinren.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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