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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
大変遅くなりましたが、
新年明けましておめでとうございます
本年もセトラひろしまをよろしくお願い申し上げます
まずは私事ですが、２日〜３日に妻の親族と共に島根の温泉に出かけました。商売屋ですので正月に旅行に出かけるなど初
めての経験でしたが、ひなびた温泉で過ごす正月というのも乙なものでした。しかし、なぜか罪悪感を感じてしまうのは商
売人のサガでしょうか？
のんびりとした正月とはうらはらに、世の中は激動の時代を迎えています。未曾有の大不況と政局の混乱は、着実に我々の
生活を脅かしつつあります。この大波を乗り切るには、この１年、じっと堪え忍ばなくてはならないかもしれません．
．
．い
や、ちがう！今までこのようなピンチをチャンスに変えてきたのが、広島の中心部商店街であり、セトラひろしまではなか
ったのか？！今年は何かそんな「芽」が出てきそうな予感がするのです！その要因としては、中振連で取り組んでいる「共
同集配システム」
、
「カミハチ」の動向、さらに「現球場跡地利用」の決定、そして「明日の神話誘致」から繋がる「世界芸
術祭」開催に向けての活動など、
「芽」となる動きがいろいろあるのです。これらを複合的に包含した企画・事業にすること
ができないか？これが今年の課題になりそうな気がしています。難しいかもしれませんが．
．
．
まぁー、そんなことも考えつつ、セトラひろしまは今年も前進して行きますので、ご指導、ご鞭撻の程何卒よろしくお願い
します。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
└────────────────────────────────────────────────────
新年１月に入り、暑い！熱い！とうなっていた広島市内も、みぞれが降る真冬になってきています。
「明日は市内中心地も凍
結に注意ください」とラジオの天気予報放送。あちらこちらの花壇に昨年晩秋に植え込んだパンジーなど、この寒さにあたっ
てよりいっそう地中の根っこが強く育って行きます。
さて、中区舟入の広島市立舟入病院の花壇づくりは、地域の住民の皆さんで手がけ始めてこの１月で、４年目にはいりました。
花の選定や植え込み、毎週の花壇手入れ、水遣りなど地道に活動が続きます。舟入公民館を通して、メンバーも毎年増えて今
１５名ほど。特に里山整備士の方の参入で、資材として利用できる竹や炭の粉などたっぷり手に入ります。この冬は、陽だま
りの花壇の一角に簡易ビニール温室を作って、ハイビスカスなど熱帯植物の越冬管理も始めました。事務長、総看護師長など
病院のスタッフの方もいっしょに植え込み作業をしています。広島市内の小児科２４時間緊急対処の大切な役目を持つ病院で
す。地域住民皆さんの花育ての心が、チョビットだけれど病院の一部を支えているのではと思っています。
（報告・はしもとまちこ）
グリ−ンプロジェクト
■活動報告
○定期活動
１２月１８日(木) アリスガ−デンの花壇等のメンテナンス
９:５０集合〜１２:００
参加者：中電企業ボランティア２名、共同作業所あおぎり４名、トムハウス５名 スタッフ等合計１８名
オブジェ下の花の植え込み（パンジ−）
■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
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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
季節は、冬への準備期間。今月は、植え替え作業が目白押しでした。
花壇もハンギングもすっきり。街もすっかり衣替え。
☆１２月５日(金) １０：００〜
○６名参加
○平和大通りサ−クル花壇へのパンジ−の植え込み
○１１月は、平和大通り沿いの花壇すべての土の入れ替え作業があり、
植え込みが例年より少し遅れました。
パンジー 黄（ブロッチいり）
、ブルー、ワインの３色。
放射状に縦列、花の向きにこだわり、植え込みました。
市役所より、アネモネの球根をプレゼントされたので、一緒に植えました。
☆１２月１０日(水) １０：００〜
定例活動 プラザ前のハンギング、コンテナの手入れ
○１１に植え替えたハンギングなどの追肥を行ったり、来年植え込み予定のパンジ−の鉢増しなど。
来年に向けて、チャレンジしてみたいことなど、ミ−ティングを少し。
■活動予定
☆１月１４日(水) １０：００〜
定例活動 プラザ前デザインコンテナ植え込み
☆２月 ４日(水) １０：００〜
定例活動 １０：００〜
○樹木ウォッチング １０：３０〜
平和大通り沿いの樹木について、
「植物公園ガイドボランティアの会」さんに特別ガイドをお願いします。
ANA ホテル前から、平和公園方向に向けて 1 時間程度。
防寒具をしっかり着込んで、ウォーキングスタイルでご参加下さい。
皆様のおかげで、今年も楽しく、街を美しくすることができました。
遊び心も取り入れながら、すっきりと美しく「魅せる」よう取り組んでいきましょう。
寒さが増してまいりました。風邪などひかれませぬようお気をつけ下さい。

━━* 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。
新年明けましておめでとうございます。
今年も、アリスガーデンパフォーマンス広場 AH！をよろしくお願いします
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１２月のＡＨ! レポート
アリスガーデンパフォーマンス広場 AH！ 「きらきら☆アリス」
12 月 20 日におこなわれた 2008 年最後の AH！の記録です。
雲一つ無い良い天気のもと、今回は珍しく天候の被害に遭わず、
無事にイベントを終えることができました。

↑手作り雑貨コーナー
可愛い雑貨はいつも大人気です。
↓子育てブース 寒さを吹き飛ばさんばかりの
とっても元気な子どもたち

↑LISULISU などでお馴染みの yucca.さんは
可愛いイラスト、雑貨の販売です。
↓フェアトレード・ブースではフィリピン女性の手作りの品や
おいしいホットコーヒーの販売です。

↑くまちゃんプリンは、そのこだわりの味がテレビ
などにも取り上げられているんだとか。
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ここからはステージの紹介です
↓ライブペインティング 計三組による盛りだくさんのパフォーマンスでした。

↑アーキーオーケストラ
独特の響きはまさにドラマチックポップス。

↓えたちよ

フレッシュな 2 人組！

↑Ryo

シングル発売おめでとうございます！

↓Stunding rum taste スタラテのバラードは心に染みますね。

↑Free Face はインディケット
人気投票第一位の実力派です。
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↓ブレーメンの音楽隊

五人揃って素敵なブレーメンの音楽隊！ そんな感じで｢きらきらアリス｣は幕を閉じました。
ありがとうございました！（報告：梶田良花）

■12 月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH！ イベント・データ
日時：2008 年 12 月 20 日（土） 11:00〜19:00 「きらきら☆アリス」
観客動員数：９，５００人
天候：晴れ
☆ステージ☆
14:00〜 ライブペインティング by Blue lab.
15:35〜 音楽ライブ/アーキーオーケストラ
16:10〜 音楽ライブ/えたちよ
16:45〜 音楽ライブ/Ryo
17:00〜 音楽ライブ/Stunding rum taste
17:20〜 音楽ライブ/Free Face
18:05〜 音楽ライブ/ブレーメンの音楽隊
☆ブース☆
・子育て応援コーナー（11:00〜15:00）
・おっぱい・おむつコーナー
・遊んでいきんちゃいコーナー（ぱっくんサンタをつくって遊ぼう スライムで遊ぼう）
＊協力：子育ておたがいさま〜ズ、広島文教女子大学パパママ応援団｢ぶんこ｣他
・ママさん作家による手作り雑貨販売（11:00〜15:00）
・アートブース by Blue lab.(11:00〜19:00)
・yucca./イラスト・雑貨
・くまちゃんプリン販売（AH！cafe クリスマス特別企画）
・フェアトレード・ブース by コミュニティ・フロンティア
フィリピンの女性の手作りマスコット他、サンダルやバック、チョコレート等、ホットコーヒーの販売。
…………………………………………………………………………………………………

1 月、２月の AH！はお休みです。とても寂しいですね。
そして次回の AH！は３月１４日（土）！！皆さんのお越しをお待ちしております
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/
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┏┓
┗■ 【３】セトラひろしま世界芸術文化交流プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
セトラひろしまでは、世界芸術文化交流プロジェクトの展開を始めました。
このプロジェクトは、
「岡本太郎『明日の神話』広島誘致活動」や、
「HIROSHIMA 1958『エマニュエル・リヴァの広島』展」
の例にあるように、
「世界に開かれた窓としての広島」をテーマに、国内外とのさまざまな文化交流事業の促進を通して、
広島市中央部の文化的魅力をさらに積極的に発信していこうというものです。
展覧会、コンサート、ワークショップ、シンポジウム等、さまざまな文化的プロジェクトへの支援や協力を、これまでに
増して積極的に行ってまいります。よろしくお願いいたします。
さて、このプロジェクトの第１弾として、年明け早々1 月 4 日下記のコンサートが開催されました。セトラひろしまは協
力団体として支援いたしました。
●PIANO DUO Takezawa/Sischka New Year Concert
2009 年 1 月 4 日（日） 15：00〜17:00 ゲバントホール
主催：ピアノデュオコンサート実行委員会 協力：ＮＰＯ法人セトラひろしま 協賛：太陽社
出演：ピアノデュオ 竹沢・ジュシカ（竹沢絵里子＆ウリストフ・ジュシカ） ＊ドイツ在住
曲目：モーツアルト「魔笛」序曲、シューベルト「幻想曲 作品 103」
、田中利光「古塔五景」
、新実徳英「三つワルツ」
、ヨ
ハン・シュトラウス「美しき青きドナウ」他
《感想》
まずドイツ在住のピアノ・デュオの、確かな技術に裏付けられた骨太な表現力に圧倒されました。そして日本的なるものと
西洋的なものとの対比。ポリフォニックな表現と旋法（モード）的表現の対比。ワルツ形式に対する時代、地域の違いによ
る捉え方の差異。また音楽を楽しみ受け入れるその時代、その社会への眼差し、芸術家の内面に深く至ろうとする眼差し…
と、それらさまざまな要素が対位法となり、構成され、深い表現メッセージが感じられました。まさに、本プロジェクトの
意図に共振する内容であり、今後、交流をさらに深めることを願いました。
（石丸良道）

…………………………………………………………………………………………………
さて世界芸術文化交流プロジェクトの活動の基軸となる考え方について、私案ですが以下述べます。
わたくしたちは、このプロジェクトの活動を通して、地球化社会に対応した、来るべき 21 世紀的文化スタイルとして、
『Trans World Culture』という概念を提示し、この概念の普及と推進を目指します。
『Trans World Culture』とは、世界の各地域、各民族のさまざまな文化を担う芸術家また芸術表現が、ある表現の現場で
出会い、状況を共有しつつ互いを露出（＊Exposure）することで生まれる新しい関係性のもとに創造される表現、またその
交流や共働する表現スタイル総体を示します。
＊[Exposure]：露出する。人目にさらす。暴露する。→ある状況の中へ身をさらす行為。
（
『平和学』の基本行動規範）
そして、世界各地にネットワークを構築し、①ネットワークを活用した芸術家及び文化活動家の日常的な相互交流活動（広
島→海外、海外→広島）の支援。②ジャンル統合型、ジャンル越境型表現プロジェクト等、表現ジャンルを越えた共働プロ
ジェクトの提案と推進します。
（石丸良道）
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┏┓
┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
■活動報告（１２月）
●袋町公園美化・定期活動
●道の里親制度
●並木通り美化活動
■活動予定（１・２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

１月→→ ８日、１５日、２２日、２９日
２月→→ ５日、１２日、１９日、２６日

┏┓
┗■ 【５】キッズいけばなスク−ル ＆ カルチャースクール「えとせとら」 NOW
└───────────────────────────────────────────────
あっという間に 2009 年になった感じの 2008 年でした。今年も、基本的なカリキュラムの他に、特別講座を企画していきたい
と思っています。 感性を磨くということは、すぐに結果が出る性質のものではないので、気長に教室を続けていこうと思っ
ています。今年、生徒が少しでも増えることを祈っています。
（竹澤 和）
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◆

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！！
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━━* 会員のみなさまへ！*━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆現在の会員数： 正会員 ３２人 協力会員 ４７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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