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

１０月になり朝晩はめっきり涼しくなりました。うちの娘は学校のプールの授業で風邪を引いてしまいました。なんで今頃

プール？皆様も油断されませんようにお体にお気を付け下さい。 

セトラひろしまもお陰様で６回目の総会を迎えることになりました。設立当初は「いつまで出来るのか？」と思っていたの

が、ここまで続けられたのも、ひとえに会員の皆さんの努力と応援して頂く方々のご協力のお陰だと感謝しております。本

当にありがとうございます！これからもセトラひろしまは頑張りますので、何卒ご支援、ご鞭撻の程お願い申し上げます。 

さて、これからセトラひろしまはイベントの目白押しです。10/11-12「INDIKET2008」、10/16「総会・懇親会」、10/19「市民 

球場跡地市民シンポジウム」、11 月には「エマニュエル・リヴァ写真展」、11/20「えべっさん」、11/29「世界エイズデイ」

など。まったく息つく暇もありません。石丸副理事長はじめ、西君、舟津君、梶田さんもてんてこ舞いになると思います。

私も 11/1 からの「ベビーカー貸し出しシステム」と「えべっさん」、そして「共同集配システム」で大忙しとなります。ど

うぞ皆様、ご支援の程よろしくお願いします。（ふーっ、大変だぁ～） 

セトラ事務所では「差し入れ」大歓迎ですので、甘い物・辛い物何でもお待ちしておりま～す。ついでにお掃除も．．． 

それでは今月も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 

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

アリスガーデンのトランプ３枚を使って朝顔の１種・オーシャンブルーを５月に植えつけて４ヶ月が過ぎました。 

順調に苗は伸びて、壁面いっぱいに葉が茂り、ほんの少しアリスガーデンが緑で潤っているように思えます。少しでも教室

を涼しくしようと、緑のカーテンとして同じ時期に植え込んだ中区の中島小学校では、オーシャンブルーが３階まで届き、

今いっぱいに花が咲いています。ちょっと気を付けてみると、この強健な花が街のあちこちに濃紺の花を次々とつけて咲い

ているのを発見します。市民の皆さんは、どうにか少しでも暑さをしのごうと、緑の力を利用し日陰を作る努力をしている

のです。アリスガーデンで実験的に植え込んだオーシャンブルーは１０月の声を聞いてやっと咲き始めました。放任して育

成で良いのですが、アリスガーデンではアマリにもの強い日差しですぐ水が飛び、乾燥には弱いこの花に常には水遣りが必

要なことを再認識しています。早朝にスタッフが毎日のように水遣りに来ました。アリスガーデンのこの夏の水代が通年よ

り多くなっているはずです。暑い夏にはドコの花壇や植栽管理にも多くの水が必要です。ひろ～い意味で、<環境>を考える

と、なかなかに難しいことがたくさん生れます。                     （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 

  ９月９日(火) 13:00 

   気温調査：直射下 ４４℃  日陰 ３６℃ 

  ９月１１日(木) 9:30～10:00 ホ－ムテレビ取材 

９月１７日(水) 8:30～15:00 

   大型コンテナ５基設置 

   シマトネリコ、他下草（クフェア、アキランサス、ティカカズラ２種）の植え込み 

○定期活動 
  ９月１８日(木)  アリスガ－デンの花壇等のメンテナンス 

セ ト ラ 通 信 
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  ９:５０集合～１１:３０ 
  参加者：中電、あおぎり作業所６名、他ボランティア、スタッフ 計１２名 
  気温調査：直射下 ３６℃  日陰 ３４℃ 

■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：９月１７日(水) 10:00～12:00 

    総会 (交流プラザ3階 会議室A） 

●16名 出席 

     会計報告ののち、意見交換会。 

     ＊次年度の活動への希望、提案など話しました。 

●次年度 役員の選出 

     代表    石田明江 

           川野 美津子 

           大橋 雅江 

     会計    本山 剛 

     会計監査  新岡 公子 

●スライド鑑賞（ベゴニア・センパフローレンスのハンギングバスケットの管理記録）  

     ＊総会終了後、プラザ前の植え込みを少し手入れをしました。 

   ☆１０月１日（水）10:00～12:00 パンジーのポットあげ 

●17名 参加 

     ＊9月3日（水） に種まきしたプラザ前植え込み用パンジーをポットに移し、袋町小学校校庭にて育成中。 

      今年は、「ピンク」系です。 

      「市民と市政」グリーンパートナー事業の取材がありました。10月15日号に掲載予定です。 

＊平和大通りサークル花壇のベゴニア、少しづつ「秋色」に染まりつつあり、「とても美しい」と市役所の方よ

り声をかけていただきました。 

 ■活動予定 

    ☆ １０月１５日（水） 10:00～ 定例活動 交流プラザ 1階 集合 

☆ １１月１９日（水）  9:50～ 袋町小学校 1年生 とパンジーの植え込み 

☆ １１月 （日程未定）     交流プラザ前 ハンギング 植え替え 

☆ １２月 ３日（水） 10:00～ 交流プラザ 3階 会議室 「ビオラのリース」講習会 

☆ １２月 （日程未定）     平和大通り サークル花壇 植え替え 

※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。 
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AH!９月のレポート   
9月のAH！イベント・データ 

AH! Presents “アリス絶対応援宣言！” 

■日時：平成20年9月23日（火・祝）11：00～20：15 

■場所：アリスガーデン（中区新天地） ■天候：晴れ  ■観客動員：10,000人 

■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 

●ステージ 

13:00～広島きらきら母交響楽団・有志室内楽チーム 

14:00～ヘアカットショー by ba-boo  

15:15～学ちゃんのストリートクッキングトークショー by宮崎学 

16:15～ライブペインティング by Blue lab． 

17:30～一人芝居『公演で、…あると思います。』 by 石本竜介 

18:15～ｙｕｎｅ(ゆん)   

19:00～蒼き狼 

19:45～森 恵（ギター弾語り） 

20:30～スーパーバンド *「全国商店街活性化路上ツアー」の一環で急遽参加。 

●ブースについて 

《子育て支援サービス》（協力：子育ておたがいさま～ズ他） 

・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 

・しゃぼん玉で遊ぼうコーナー 11:00～15:00 

《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  

《アートブース》：アーティストグループ「Blue lab．」他  

《AH!CAFE》 

 
■9月のAH！の記録です。  

 

7月、8月と厳しい暑さでしたが今回はすっかり涼しくなり、お客さんの足も絶えませんでした。  

  

子育てブースはテントが新しく大きなものに！  

ステージでは広島きらきら母交響楽団有志室内楽チームの皆さんがアンサンブルを演奏  

子育て中のママさんが中心になって活動されているそうです。  
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続いてはヘアサロンba-booのヘアショーです。 旬のスタイルから個性あるスタイルまで、様々な髪型が登場  

学ちゃんのラブリークッキングトークショーに続いて 

Blue lab.の皆さんによるライブ・ペインティングは多くの人が注目を集めたパフォーマンスでした。  

  

続いてアコースティック・ライブ  

  

ｙｕｎｅ(ゆん)              蒼き狼 

  

森 恵                  スーパーバンド 

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

■ 次回のAH! １１月２９日(土) 開催 

AH! PRESENTS “タイトル未定” 

「世界エイズデーレッドリボンキャンペーンinひろしま」と共催でお届けします！ 

 

■日 時：平成20年11月29日(土) 11:00～20:30 

■場 所：中区アリスガーデン 
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■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 
●ステージ 

広島きらきら母交響楽団・有志室内楽チーム、クッキングトークショー by 宮崎学 他  調整中  

 

●ブース 

《国際エイズデー・キャンペーンブース》 

《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」他、 

《ガーデニング・ブース》：市民のひろば「アリスガーデン」緑化研究プロジェクト 

《アートブース》、《AH!CAFE》他 

 

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」 いよいよ開催！ 

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

 

…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」を見つけられるかも！ 

 

マーケット 

10月11日(土)・12(日) 12:00～20:00 

プロモーション・ライブ 

10月11日(土) 15:20～20:00 

10月12日(日) 12:45～19:00 

ゲストライブ ポカスカジャン  
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10月12日(日) 18:20～ 

グランドフィナーレ（各賞発表） 

10月12日(日) 17:00～ 

 

■インディケット’０８ エントリーアーティスト一覧 

☆エントリーは３つの部門があります。●音楽部門 ●ダンス・パフォーマンス部門 ●アート部門 

 

●音楽部門（【】アーティスト番号 アーティスト名 ※ジャンル △販売物） 

【１】 吉尾 和樹 ※ポップス △チケットなど 

【２】 チーム☆丸本 ※ポップ △ 

【３】 湯浅 康弘 ※ポップス △自主制作CD 

【４】 萌恵 ※ポップス △自主制作CD、ライブチケット 

【５】 小吉 ※ポップス △CD 

【６】 橘髙ディアフレンズ ※フォーク △CD 

【７】 RAINBOW DANBO'X ※映画制作、オリジナルトーク番組・パロディCM制作(マルチエンターテイメント)   

【８】 Free Face ※R&B △CD,DVD 

【９】 Nach ※pops △自主製作CD 

【10】 Sassan ※ポップス △CD 

【11】 happy place ※ポップス  △自主製作CD 

【12】 KUROKO∞SHOW ※アコースティック △グッズ・CD 

【13】 うずら ※弾き語り △CD 

【14】 autumn color ※ギターロック △CD,ステッカー 

【15】 ラジオボタン ※J-ROCK △音源、バンドグッズ等 

●ダンス・パフォーマンス部門（【】アーティスト番号 アーティスト名 ※ジャンル △販売物） 

【21】 Ensemble Myth Hiroshima ※ジャンル越境型公演集団 △チケット予約販売・CD販売 

●アート部門（【】アーティスト番号 アーティスト名 ※ジャンル △販売物） 

【31】 M glass ※ガラス工芸 △ガラスのアクセサリー、とんぼ玉 

【32】 Aya △額付、イラスト、ハガキ       

【33】 from 70's key(フロムナオキ) ※ハンドメイドアクセサリー、ハンドメイド雑貨 △ハンドメイドアクセサリー、

ハンドメイド雑貨 

【34】 Art Olio ※アート（スタチュ、似顔絵、マジック） △芸、絵 

【35】 Room203 ＋ tiny bear ※イラスト・ハンドメイド雑貨 △ポストカード、Ｔシャツ、ハンドメイド雑貨 

【36】 leftside ※デザイン、イラスト △ポストカード・ステッカー等 

【37】シフン製作所 ※絵画 彫刻 クラフト △ステッカー 絵画 アクセサリー 彫刻 バッチ etc 

【38】 Blue lab. ※絵 △アーティストオリジナルグッズ（バッジ・ポストカード等） 

【39】 チームクロダ △小物 

 

●ライブスケジュール ※変更される場合があります。ご了承下さい。 

10月11日(土) 

15:20 吉尾和樹【1】 

16:00 チーム☆丸本【2】 

16:40 湯浅康弘【3】 

17:05 Ensemble Myth Hiroshima【21】 

17:35 萌恵【4】 

18:15 小吉【5】 

18:55 橘高ディアフレンズ【6】 

19:35 RAINBOW DANBO’X【7】 

 

10月12日(日) 

12:45 Free Face【8】 

13:25 Nach【9】 

14:05 Sassan【10】 

14:45 happy place【11】 

15:25 KUROKO∞SHOW【12】 

16:05 うずら【13】 

16:45 autmn color【14】 
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17:25 ラジオボタン【15】 

18:20 ポカスカジャン 

★スペシャル・ゲスト『ポカスカジャン』 応援出演！ 

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） 

★ライブステージの模様がRCCの特設サイトで動画配信されます！ 

PC：http://www.rcc.net/indiket/ Mobile：http://www.rcc.net/indiket/m/ 

 

■各賞発表（フィナーレ）10月12日(日)19：00～ 

 

●インディケット2008栄誉ある各賞 

○みんなで選ぶオーディエンス賞 

投票してくださった方の中から抽選で10名様にINDIKET’06、INDIKET’07のコンピレーションアルバム二枚をプレゼン

ト！あなたの応援するアーティストの番号を投票用紙に記入し投票してください。部門は問いません！選ばれたアーティス

トには広島市中央部商店街から豪華賞品をプレゼント！ 

 

○RCC賞    ＊RCCラジオ「秘密の音園」出演権 

○INDIKET賞   ＊INDIKET2008コンピレーションアルバムへのオリジナル作品収録やカバーデザインに採用 

○ライブ楽座賞   ＊ライブ開催権 

○アートスペースHAP賞 ＊展覧会開催権 

○Ｍ2 emuemu (エムエム) Cafe bar 賞 ＊オリンピック選手も飲んでいるオリジナル・スープをプレゼント！（ダンス・パ

フォーマンス部門＆アート部門エントリー者の中から） 

※各賞の審査は、オーディエンス賞の結果や、賞提供者あるいはインディケットプロデューサーチームで合議の上決定いた

します。 

 

●主催：アートひろしま製作委員会 

●協力：広島市中央部商店街振興組合連合会、(株)ステージユニオン広島、NPO 法人クリーンディーシークラブ、ＭＩジャ

パン広島校事務局、ライブ楽座、アートスペースHAP、RIN STUDIO、NPO法人セトラ広島 

●後援：広島市、広島市教育委員会、中国新聞社、中国放送、広島テレビ、テレビ新広島、広島ホームテレビ、広島エフエ

ム放送 

●特別協賛：中国放送(株)●協賛：広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、広島中央通商店街振興組合、広島市胡町商店街

振興組合、広島金座街商店街振興組合、(株)てんぐ、(株)下村時計店、森信建設(株)、安芸設備工業(株) 、大洋基礎(株)

広島営業所、(株)長沼電業社、ディスカバリーファーム、MI-JAPAN 広島校、ナカオカ、ミタキヤ、Ｍ2(emuemu)Cafe Bar、

ギャラリーG、(株)マルタカ子供百貨店、(株)わかさ屋呉服店 

●広島市文化振興基金助成事業 

☆問い合せ先：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/ 

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

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！   
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┏┓ 

┗■ 【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、今月の活動予定です。 
 

HIROSHIMA1958『エマニュエル・リヴァの歩いた道』＠江波 

HIROSHIMA1958「エマニュエル・リヴァの広島」展 プレリュードⅢ 
エマニュエル・リヴァさんは江波の町でたくさんの写真を撮っています。江波の町でリヴァさんの足跡をたどります。 

●「写真展示」 

期間：10月2日～27日   場所：舟入公民館 

 

●「撮影場所で今を撮ってみよう。」 

カメラ持参で参加しましょう！写真の撮り方も教わりましょう！！ 

日時：平成20年10月12日（日）13:00～14:00 

場所：江波港 周辺（２0名限定） 

集合場所：13：00に江波電停です！ 

※写真の講評は、後日。 

 

●「レクチャーとドキュメンタリー映像上映」 

日時：平成20年10月12日（日）15:00～17:00 

場所：舟入公民館  

講師：港千尋（多摩美術大学教授） 

写真家・写真評論家。「群衆」「移動」などをテーマに写真を撮りながら、非常に多彩な評論も行っている。 

2007年に行われたヴェネチア・ビエンナーレでは、日本館コミッショナーを務めた。 

 

主催：HIROSHIMA1958「エマニュエル・リヴァの広島」サポーター会議 

共催：財団法人広島市ひと・まちネットワーク、舟入公民館 

協力：スクエアプロジェクト http://www.squareproject.net/ 

○問い合わせ：HIROSHIMA1958「エマニュエル・リヴァの広島」サポーター会議事務局（NPO法人セトラひろしま内） 

 

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

 

市民でつくる写真展  HIROSHIMA1958「エマニュエル・リヴァの広島」展 

サポート協賛の募集 

プロジェクトのためにサポートをお願いします！ 

【サポートのかたち】 

下記のサポート・グッズを購入してください 

（売上げの一部は、協賛金として使わせていただきます） 
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【Ａ】 サポートセット：《10,000円》 

★（Ａ-１）写真集＋葉書＋ポスター＝10,000円 

 ★（Ａ-２）写真集＋カレンダー＋ポスター＝10,000円 

 ★（Ａ-３）写真集＋プリント１枚（額別注）＋ポスター＝10,000円 

【Ｂ】 グッズ販売 

★（Ｂ-１）写真集＋ポスター＝5,000円  

★（Ｂ-２）カレンダー＝2,000円    

★（Ｂ-３）プリント１枚（額別注）＝2,000円 

 ★（Ｂ-４）葉書12枚セット＝2,000円  

★（Ｂ-５）ポスター ＝2,000円 

☆お申し込みは事務局までお問い合せください！ ℡082－545－7611 

 
 

┏┓ 

┗■ 【５】「市民球場跡地利用市民シンポジウム」 

 └─────────────────────────────────────────────── 
セトラひろしまが事務局を担当します！ 
●日時  平成２０年１０月１９日(日) １０：３０～１７：３０ 
●場所  広島県立美術館地下講堂 
●主催  市民球場跡地利用を考える市民連絡会議 
構成団体：広島市中央部商店街振興組合連合会、広島市民球場跡地利用市民研究会、ALL FOR HIROSHIMA、シャリバリ
地下大学、Open City Hiroshima、H8グループ ＆くらぶ、明日のための芸術文化プロジェクト準備委員会、ひろしま市民
活動ネットワーク・HEART to HEART、特定非営利活動法人セトラひろしま、 
●目的・趣旨  
広島市民球場の跡地は、原爆ドームに隣接し、爆心地に近い特別な場所で、周辺環境との関連からも、都心の大変重要な

場所といえます。 
また球場は、カープと共に愛され、ヒロシマ復興のシンボルとして、人々に生きる希望と勇気を与えつづけてきました。

そのように、跡地は、市民にとって思い入れの強い公共性の高い場所といえます。 
また市民球場跡地利用の理念や形態を考えることは、これからの広島のまちづくり、また文化創造・発信のビジョンづくり

にとっても最重要の課題であると思われます。 
にもかかわらず、この課題はこれまで市民の間で十分に議論が尽くされてきたでしょうか。 
これらの観点から、これまで市民より提案された具体的な構想や、広島市によって選考された案等をもとに、広島だけで

なく世界の人々にとっても重要と思われるこの課題を、市民の立場で考えるシンポジウムを行うことで、訪れた人々が満足

し、広島の都心がより豊かになるような、より良い跡地利用の方向性を見出すことを目指します。 
 
●内容  市民による市民球場跡地利用構想の提案とシンポジウム 
《進行（予定）》 
１０：３０～１３：００   
   市民球場跡地利用・参加市民団体による個別提案（予定） 
   《提案者》 
  ・広島工業大学学生有志グループ『建築屋たち』（代行発表）  

・ ALL FOR HIROSHIMA＋広島サッカー専用スタジアム構想委員会（共同提案） 
・「広島・都市観光の創造」代表者 

  ・坂倉建築設計事務所 
・広島市中央部商店街振興組合連合会 
・明日のための芸術文化プロジェクト準備委員会 

   「明日の広場と世界芸術祭構想」（関連提案） 
  ・広島市民球場跡地利用市民研究会 
１３：００～１４：００  休 憩 
１４：００～１５：００  市民球場跡地利用計画現状説明（市政出前講座） 
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             ＊広島市現球場跡地担当課 
１５：００～１７：３０  シンポジウム 
   「広島百年の計～広島市民球場跡地利用－市民徹底討論」 
   《パネリスト》（予定） 
  ・牛谷陽一（坂倉建築設計事務所） 
  ・松波龍一（松波計画事務所） 
  ・古池周文（広島市民球場跡地利用市民研究会） 
  ・田辺一球（著述家・カープのプレーオフのない場合参加） 
  ・東 琢磨（著述業・文化活動家） 
      《コーディネーター》 

  ・若狭利康（NPO法人セトラひろしま理事長） 
●参加費  無 料 
●問い合わせ先：市民球場跡地利用を考える市民連絡会議事務局（NPO法人セトラひろしま内） 
 
 

┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

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

■活動報告（９月） 

● 袋町公園美化・定期活動➡➡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（１０・１１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 

     １０月→→ ２日、 ９日、１６日、２３日、３０日 

１１月→→ ６日、１３日、２０日、２７日 

 
 

┏┓ 

┗■ 【７】キッズいけばなスク－ル NOW 

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

秋、本番になってきました。９月のお稽古は、「秋の七草」の名前をおさらいし、そして、初めて籠で「まぜざし」のお稽古

をしました。「まぜざし」とは、５種類以上の花をいけることです。１０月は、夏休みに制作した焼き物花器をつかいました。

焼き物花器は、個性的なデザインで、来年３月の展示会に使うのを楽しみにしています。こども達が、来年は、「釉薬がけ」

も自分達でしたいと言うので、先生にお願いして、体験させていただこうと思っています。 

今月は、ハローウインがあるので、パンプキンの器にアレンジもしました。もりだくさんのお稽古になりました。 

ひろしま美術館のゴッホの「ドービニーの庭」が話題になっているので、こども達の時間があうようでしたら、美術館に行っ

てみたと思っています。                                      （竹澤 和） 

 
 
┏┓ 

┗■ 【８】カルチャースクール「えとせとら」 NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
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 今月は10月1１日(土) 

 

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。 
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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◆ 

 

 

┏┓ 

┗■ 【９】平成２０年度通常総会＆懇親会開催 

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

 ＮＰＯ法人セトラひろしまの平成２０年度通常総会＆懇親会を開催致します！ 
  
●日時:平成２０年１０月１６日(木) 
     １８：００～１８：５５ 通常総会 
     １９：００～２１：００ 懇親会 
 ●場所：エンジェルパルテ（中区袋町７－２５） TEL（０８２）２４５－１２３４ 
 
 ※懇親会は、正会員・協力会員の方はもちろん、「セトラひろしま」の活動に関心のある方なら誰でも参加できる気軽な
パ－ティです。お食事をしながら大いに語り、楽しみましょう！ 

  →懇親会は、バイキング＆飲み放題です。ゲ－ム等も企画しています！ぜひ、ご参加ください。 

参加申し込みは、事務局(TEL:082-545-7611／FAX:082-545-7612／e-mail: )までご連絡ください。 

 
 

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◇ 


