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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
初夏のようなポカポカ陽気が続いておりますが、また急に寒くなりそうです。どうぞお体にはお気を付け下さい。
百年に一度と言われる大不況が、商店街を直撃しております。昨年末より、ほとんどすべての業種で売上げが低迷しており、
特に高額品・ブランド品は厳しいです。この不況が長引けば、デパートも含めて、広島市の中心部と言えども何が起こるか
分からない状況です。国・地方とも早急な対策が望まれます。そんな中、明日への希望も進行中です。
「明日の神話」誘致会
のメンバーによる新しい活動が始まり、名称も『広島文化会議実行委員会』と決定しました！※昔のＪＣの会議とは無関係
です。そのお披露目の第１弾として、ＦＦへの出展も決まりました。平和公園の真向かいにブースとステージを設置し、広
島文化情報発信やグッズ販売、そしてシンポジウムを行います。また中日の４日には「市民球場跡地利用シンポジウム」の
第２弾も予定しております。混迷を深める利用問題に、また一石を投じようと思っております。
そして、厳しい不況も吹き飛ばす「大花見会」を開催します！！４月１日(水)１９時より、袋町公園にて、セトラひろしま
恒例の焼き肉食べ放題の、とっても楽しい会です。特撮夜話からのプレゼント企画「大ジャンケン大会」もあるかも？！
どうぞ、皆さん事前にお申し込みの上、奮ってご参加下さい！！
それでは今月も話題満載のセトラ通信をご覧下さい。
（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
└────────────────────────────────────────────────────
最近、
「日本茶インストラクター」の方の少しマニアックな話が楽しく、文化の深さを味わっています。植物の中で、もっと
も人間が親しんでいるのは喫茶に利用してきた植物です。カキ茶、ドクダミ茶、杜仲茶などは昔から民間利用され、近年欧州
からはカモミール、ミント、ラベンダーなどいわゆるハーブテーが知られ、今もちょっとしたブームです。現在社会の中では、
緑茶、ウーロン茶、紅茶、などツバキ科チャノキから加工して作るお茶と、アカネ科コーヒーの２種類が世界の喫茶文化を席
巻しています。この２つの植物には、ビタミンＣ、Ｅなどのほかに、カフェインが含まれ、この成分が広く人間をとりこにし
て離さないのです。ツバキ科チャノキは庭のすみに植えられて、自家製新茶を気軽に飲んでいた文化もありました。茶の話に
なると切がありませんが、お茶インストラクターは「日本茶」が前に付きます。花粉症にも効果が大きいお茶の紹介など、皆
さんの興味を引いています。植物文化は深く楽しいことです。
（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
２月１９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３名、トムハウス５名 スタッフ等合計１６名
除草、花がら摘み、追肥、かん水、清掃活動。
■活動予定
○定期活動
☆アリスガ−デン：
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。
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☆えびす通り：
毎月第２木曜日 ９：００~１１：００
えびす通り大型フラワーポット１０基の定期手入れ実施

ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
2 月は、晴れの日が多く、空気も乾燥気味でプラザ前もサークル花壇も、通常より、潅水管理を多めに行いました。 特に、
平和大通りのサークル花壇は、お正月明けより、少し様子がおかしいので、こまめに観察をすることを心がけました。パン
ジーの花びらが、ことごとくむしられているので「すわっ、いたずらか？」と一瞬、頭によぎりましたが、どうも様子が違
います。害虫の食害かとも思いましたが、違うようです。鳥の食害のようです。現場を確認したわけではないのですが、い
ろいろな方に相談した結果、鳥（カラスや鳩？）ではないか？ということになりました。特に、ワインカラーのパンジーの
かじられ方がひどく、蕾が頭をもたげた頃、ひとかじりされるので、花が開くと花びらの先がすべて穴あきになっています。
他の平和大通り沿いの花壇には、あまり被害がないように見受けられます。他の花壇が咲き乱れているときになんだかさび
しい状態です。どのくらい、美味しいのか、今度、じっくり、鳥に直接、尋ねてみたいものです。
■活動予定
☆３月１８日(水) 定例活動 事情により、1 週繰り下げています。
プラザ前、手入れ、ミーティングを予定しています。
☆４月８日（水） 定例活動 プラザ前、ハンギングバスケットの解体
☆４月２２日(水)
プラザ前、ハンギングバスケットの植え込み
☆５月１３日(水) 定例活動 袋町小 2 年生との焦げ鉢の植え込み
暖かい日が続くと、花がら摘みが忙しくなってきます。
しかし、寒さを乗り越えて咲き続けている植物にはいとおしさを感じます。
私たちも、花粉、黄砂なども舞ってきますが、がんばりましょう
━━* 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。

お待たせしました！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
アリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！

AH! Presents わくわくアリス！
２００９年３月１４日(土) 11:00〜20:30
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
13:00〜 Ddʼs（ダンス）
13:30〜 おらぼう大会 by 広島中央通商店街振興組合
15:40〜 学ちゃんのストリートクッキングトークショー
16:50〜 ライブペイント byBlue lab.
18:00〜 RIKO（弾き語り）
18:40〜 吉尾 和樹（弾き語り）
19:20〜 Teddy Wills（弾き語り）
20:00〜 森 恵（弾き語り）
・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
健康的なフードで評判の M2(emu＊emu)cafe bar！世界陸上、オリンピックの専属シェフの経験もあり、オリンピック代表選
手、アスリート、芸能人、アーティストなどにスペシャルフード（スープ）を提供中。ＨＦＭ・ＲＣＣラジオなどに出演中
のフレンチのシェフが作る料理は愛情いっぱい。女性一人でも安心して来れるお店です。野菜は国産！
食育 NPO 法人「ワンピース」広島県初を運営するシェフの店！各種 食育セミナー／料理教室／クッキングトークショー開
催中！
ホームページ：http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=mmcafebar
・おらぼう大会について
「おらぼう」とは大声を出そうという意味です。
毎年恒例、自分のメッセージを力の限りおらぼう！
叫びたい方なら、誰でも参加できます。
13:30〜アリスガーデンのステージで開催！
・森 恵
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、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。
☆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
（口に入っても安心な小麦粉ねんどをつかって遊ぼう！)
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
☆アートブース by blue lab.
・ステージでのライブペイントの展示
YUICHI(石原悠一)、路上手紙人『くま』
・ライブペインティング
YUICHI(石原悠一)、小野豊一、EM(エム)
Blue lab.とは、広島を中心に活動するアーティストの集まりです。主にライブペイントを中心に、グループ展、各種デ
ザインなど活動内容は様々です。 結成の発端は、今のメンバーによる広島パルコ隣のアリスガーデン広場でのライブペイ
ンティングでした。
「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。
」メンバー全員が共感した想いでした。
それから［青空の下で＝Blue］
［色々やってみよう＝Laboratry］ということで、 Blue lab.の結成に至りました。
ホームページ：http://www.bluelab-art.com/
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★AH!コラム
今年度も今月で終わりですね。１月、２月の AH！はお休みでしたが、皆さんはどう過ごしましたか？
３月はあっという間にやってきたような気がします。
３月は別れの季節ということもあって少し寂しい気もしますが、新しい生活がはじまって、新しい出会いもまっています
から、なんだかわくわくしてきますね。
2008 年度の AH!は昨年の３月を含めると 8 回で、開催日は９日間ありました。昨年５月のゴールデンウイークに２日間の
連日開催を行ったため、開催日が多いんですね。
連日開催というのは準備など何かと大変ですが、その分たくさんの方に会場に足を運んでもらえるという嬉しさもありま
す。
そういえば今年は５月だけでなく、９月にも大型連休があるのですが、もしかしたら連日開催になるかも！？
それでは出会いの季節に、また会いましょう。
（舟津）

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】セトラひろしま芸術文化交流プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
現在岡本太郎「明日の神話」広島誘致会の活動の流れから、
「明日のための文化プロジェクト」と称して世界芸術祭が構
想されています。この構想は、単にイベントとしての芸術祭開催というものでなく、これからの広島の日常の文化をどうつ
くっていくかという議論とも重なり、また広島市民球場跡地及び周辺地の今後の利用について、ソフト面での構想も提案し
ようというものです。さて、5 月、フラワーフェスティバルで、いよいよアクションが起こります！！

明日のための文化プロジェクト＠フラワーフェスティバル（予告）
日時 ：平成 21 年 5 月 3 日、4 日、5 日 10:00〜18:00
場所 ：平和公園ブロック２ 公園本部横 土屋病院北側
■ブース
・市内美術館情報コーナー（予定）
・プロジェクトブース
・文化情報コーナー（ギャラリーマップ・ライブハウスマップを配布します！）
・アーティスト・グッズショップ
・インディーズＣＤショップ
・似顔絵（アーティストによる出店）
■広島文化しゃべくり場（ブーステント横・オープンスペース）
「リレーシンポジウム」
「広島の明日の文化をどうする？？」
「どうする市民球場跡地？」などなど
＊3 日間 各日
■ライブアートコーナー（ブーステント横・オープンスペース）
○ライブペインティング（Blue lab.） ＋ 即興ストリートライブ
○パフォーマンス
○参加型インスタレーション？アート作品ワークショップなどなど

┏┓
┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
■活動報告（２月）
●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計４回 花壇の手入れやゴミの収集、除草を行いました。
●道の里親制度➡➡袋町公園周辺市道の清掃活動を４回行いました。
●並木通り美化活動➡➡➡歩道の清掃を１回行いました。
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■活動予定（３・４月）
●袋町公園美化活動（公園の清掃と除草、花壇の手入れ・周辺市道の清掃） 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→→ ５日、１２日、１９日、２６日
４月→→ ２日、 ９日、１６日、２３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
└───────────────────────────────────────────────
毎年、恒例の展示発表会 「春まつり」を３月２２日におこないます。今年は、昨年７月から始めた「伝統文化教室」の生徒
さんと合同の会にします。お花の作品以外に、お琴の演奏もあり、とても賑やかな会になると思います。また、ワークショッ
プで、今、話題の「新聞バック」つくりにチャレンジ。画家の吉田先生の絵の指導もあり、時間が足りなくなりそうな展示会
になりそうです。 お琴、お花の体験もできますので、どうぞ、皆様、お誘い合わせてお越しください。
（竹澤 和）

ＮＰＯ法人セトラひろしまがお贈りする子どものための伝統文化展示発表会

花を楽しむ 音と遊ぶ

「春まつり」
入場自由
（教室の生徒と一緒に、みなさんも参加できます！）

日時：平成２１年３月２２日(日) １２時〜午後５時
場所：広島市まちづくり市民交流プラザ ４階 ギャラリー
広島市中区袋町６−３６（袋町小学校となり）
《メニュー》
■教室の生徒が活けた「いけばな」の展示
■自由参加ワークショップ（１２時〜午後５時）
●いけばな体験コーナー（
「いけばな」を教えてもらおう！）＊参加料：お花代として 300 円
●新聞バックづくりコーナー（新聞を使って自分だけのバックをつくろう！）＊参加料:100 円
●お絵かきコーナー（自由に絵を描いて、その場で展示してみよう！）＊参加料:100 円
■自由参加イベント＊参加無料
午後１時〜
●オブジェ共同制作（お花や描いた絵で大きな作品をつくろう！）
午後２時〜
●お琴体験（お琴にふれて「さくら」や「ひなまつり」を弾いてみよう！）
午後３時〜
コンサートとライブ…「音を楽しむ、音で遊ぶ」
●お琴ミニコンサート（生徒が発表します！）
●自由合奏ライブ（みんなでいろんな音を出してみよう！自由参加）
午後５時〜
●修了証書の授与セレモニー（教室生徒対象）
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主 催：NPO 法人セトラひろしま・
「キッズいけばなクラス」
「子どものための伝統文化教室」合同開催
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）
ゲスト講師：吉田寛志（画家・技法材料研究家）
、森川容子（陶芸家）
、石丸良道（笛演奏家）

教室の様子 （陶芸）

（お琴）

（いけばな）

┏┓
┗■ 【６】大花見大会開催!!
└───────────────────────────────────────────────
セトラひろしま恒例“大花見大会”を開催します！！
●日時：平成２１年４月１日(水) １９：００〜
●場所：袋町公園 桜の木の下
●会費：お一人様 3,000 円（焼き肉の食べ放題＋飲み放題）
※事前申し込みの上、皆様奮ってご参加ください！！（お電話・メ−ル等にてお申し込みください。
）

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 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/
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