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

いゃーっ、暖かい！いや暑い！いつのまにか春を通り過ぎた感じですね。このまま夏になるのかと思うとちょっとコワイ気

がします。さて、今月は書きたいことが沢山ありまして、どれにしようかと迷ったのですが２つに絞りました。 

まずは、市民球場跡地利用関連。３月の市議会で、関連予算が削減された修正予算が可決されました。ここに至るまでには、

商議所との話し合いから「広島市民球場跡地利用検討協議会」の設立、そして、市議会への陳情など、様々な経緯があった

のですが、この結果が良かったのか、そうではないのかは現時点では私にも分かりません。ただ、広島市の性急な態度に待

ったがかかり、話し合う「時間の余裕」が生まれたことは成果だと思っています。「話し合おうとする予算が削られた」など

と言う人もいますが、話し合うのに何千万円も必要ありません！ とにかく、もう一度初心に戻って議論の場を作ろうでは

ありませんか！ そして市民の総意を聞きましょう！ 

もう一つは個人的大問題。半月ほど前ですが、私のメインパソコンの中の重要なデータが入っている 500GB の HDD（ハード

ディスク・ドライブ）が突然アクセス不能に！ 運悪くバックアップを取る直前でしかも、以前に取っていたバックアップ

を不覚にも消去していたのです！もう目の前が真っ暗になりました。たった半年しか使っていない HDD だったのに、こうな

ってしまったのは製造元の Seagate 社の製造ミスが原因で、私も知ってはいたのですが、自分の製品をチェックしていなか

ったのです。これも不覚！しかし、あきらめる訳にもいかないので、復旧してくれる業者を探しまくりまして、何と¥25,000 

で直してくれる所を発見！（通常は10万円以上）何とたったの3日間で復旧完了！100％元通りになりました！ 良かった！ 

ただ、、、、安すぎるのがちょっと心配。つまりこちらのデータを悪用される恐れがあるからです。とりあえずパスワード類は

全部変えましたが。もしも、セトラ関連のデータが漏れてしまったらゴメンナサイです。皆さんも、パソコンデータのバッ

クアップをお忘れなく！！ 

さて、間近に迫ったＦＦでは、平和公園前に『明日の広場』ブースが展開されます。４日は「球場跡地・夢・トーク」を予

定しています。是非ともお越し下さい。それでは今月も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 

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

グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

○定期活動 
  ３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５名、トムハウス４名 スタッフ等 合計１７名 
  除草、花がら摘み、追肥、かん水、清掃活動。 
  ★満開に近くなったパンジ－、ビオラ等春の花の手入れ全般を実施しました。 

■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。 
    

セ ト ラ 通 信 
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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 

 

寒暖の差がありますが、暖かい日が少し続くと、こげ鉢のパンジーはぐっと花数が増え、見ごたえが増します。平和大通り

のサークル花壇も、隠しだまのアネモネが咲いています。 

３月は、４月以降の計画を立てるため、ミーティングにたっぷり時間をとりました。交流プラザで、５月１６日（土）、１７

日（日）に開催される『まちづくり市民交流フェスタ』に、「ソーシャルガーデナー倶楽部」で、参加することになりました。 

テーマは『袋町 ル ポタジェ』。 

「ポタジェ」とは、園芸研究家の広田せい子先生によると、フランス語で、果樹、花、野菜などで、美しく混植された菜園

のことだそうです。ちょうど、季節は、初夏。植物も季節の端境期で、この時期いちばん美しいのは、葉です。そして、春

植えのお野菜が、成長期から収穫期に入り、いろいろな姿を表します。 

すでに、会員の皆さんには、自宅で、お好みの野菜をコンテナ栽培していただいています。もし、お時間ございましたら、

期間中除いてみてください。 

町の中心だからこそ、やりがいがあるとのことで、会員全員張り切っています。 
 
■活動報告 

  ☆３月１８日(水)  定例活動 プラザ前、サークル花壇手入れ、ミーティング 

            ４月以降の植え替え作業内容確認、植栽の選定など 

            『まちづくり市民交流フェスタ』参加内容の検討 

『袋町 ル ポタジェ』  

    a..  会員による「寄せ植え花かご」作品展示  

    b..  野菜をテーマにしたコンテナ展示 

    c..  余剰苗の販売 

    d..  ハーブティの提供 

    e..  活動紹介（掲示） 

■活動予定 

☆４月 ８日（水） 定例活動 プラザ前 手入れ ハンギングの解体 

☆４月２２日（水）      プラザ前 手入れ ハンギングの植え込み 

☆５月１３日（水） 定例活動 プラザ前 焦げ鉢 袋町小２年生と植え込み 

                  午後『袋町 ル ポタジェ』の準備 
 

季節の変わり目、体調管理には気をつけながら、美しい季節を満喫しましょう。 

 
                                                                    

━━* 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。 

 

新年度ですね  ＡＨ！は今年度から、時間配分を明確化したプログラムで運営していきます  

11:00～15:00までは子育て応援の時間帯とし、 
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お子様連れのご家族が楽しみながら寛げる憩いの場を提供していきます  

15:00～20:00までは大人・若者の時間帯とし、音楽ライブやライブペイントを繰り広げていきます  

今まで以上に充実したイベントしていきたいと思いますので、どうぞお気軽にお立ち寄り下さい 

 

次回のAH！は４月１８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 うきうきアリス 
2009.4.18sat 11:00～20:30 

＠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   ■協賛：ステージユニオン広島 

 
◎ステージ 

13:20～ ママさんオーケストラ！広島きらきら母交響楽団・有志室内楽チーム 

13:50～ ぶんこ（本の読み聞かせなど） 

14:40～ コンクリート 

15:20～ Ｔｅｄｄｙ Ｗｉｌｌｓ 

16:00～ ｈｉｋａｒｕ 

16:40～ 門田将道 

17:20～ yune（弾き語り） 

18:00～ 森恵（弾き語り） 

19:00～ ライブペインティング 

 
◎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 
 
◎ママさん作家によるハンドメイド雑貨雑貨コーナー（11:00～15:00) 

・キャロママ屋 ・sakusakusaku ・stitch 2house ・D's ・帽子やさん  http://nikosho.exblog.jp/  
 
◎アートブース by blue lab. 
・ライブペインティング・作品の展示等  ・アート出展 by Ueno 

 

 

3/14日の AH！『わくわくアリス』のレポート☆ 

 

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 
 

今回のAH！は、二ヶ月ぶりの開催。3月といえどまだまだ寒かったですね。この日は風も強かったので、子育てブースはテ

ントを撤去しました。 
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↓これから暖かくなるのが待ち遠しいですね。 

      
↑Mさんのブースはエスニックな感じの手作り雑貨のお店。 

カラフルで元気が出ますね！夜はライトアップされていてとてもきれいでした。 

 

 

アートブースはYUICHIさん、小野豊一さん、EMさんによるライブペイントでした。 

それぞれ個性豊かな作品ですね！↓ 

 
 

↓ステージはDd’sさんのダンスで幕を開けました。フレッシュなお2人が印象的でした。 

 
そういえばダンスのステージはずいぶんと久しぶりですが、出演者はいつも募集していますので 

ダンスを発表したいというそこのあなたのご参加をお待ちしております  

 

そして広島中央通商店街振興組合主催の『オラボーで』↓ 

  

↑小さなお子さんからお年寄の方まで、たくさんの方が参加されていて、とても盛り上がっていましたね！ 
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↓お待ちかねの学ちゃんの食育クッキングトークショー！ 

  
↑今回のメニューは「お魚のタタキ サラダ仕立て」「若鶏の骨付きもも肉の（煮込み）パロワーズ」の二品。 

おいしそうですね。写真だけでごはんが三杯くらい食べられそうです。 

 

↓おなじみのライブペイントは路上手紙人『くま』さんとYUICHIさんによるステージでした。 

  
↑AH！でのライブペイントが始まってちょうど一年が過ぎましたが、 

次第に足を止める人も多くなり、皆さんにも認知されてきたのではないでしょうか。 

 

↓続いてはRIKOさんによるライブ。この3月で高校をご卒業されたそうです。おめでとうございます！ 

    
  吉尾和樹さんはいつもの弾き語りにパーカッションも加わって臨場感溢れるステージでした！↑ 

 

↓続いてはTeddy Willsさん。息のあった2人。ボーカルの可愛い声が素敵でした。 
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↓ラストを飾ったのは森恵さんです。 

  

会場がお客さんでいっぱいになり、大盛況！ 

ということで、今回のAH！『わくわくアリス』も無事終了しました。 

関係者の皆さんありがとうございました！ 

（報告：梶田良花） 

◎イベント・データ 

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  

天候：曇り～晴れ、風強し、来場者数：約8，000人 

☆ステージ 

13:00～ Dd’s（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）  

☆ブース！ 

子育て応援コーナー（11:00～15:00)   

・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！)・おっぱい・おむつコーナー 

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) 

 

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 

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

あの岡本太郎「明日の神話」広島誘致会の活動の流れから、広島の新たな市民文化創造の場として「明日の広場」を構想

しよう！というプロジェクトが始まりました。そのための組織として「広島文化会議」の設立が準備されています。「明日

の広場」では、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、また広島百年の計、広島市民球

場跡地及び周辺地の今後の利用に係わるイベント展開等、ソフト面での構想、また世界芸術祭の開催等を提案しようという

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！！ 
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（広島文化会議のロゴ・明日に向かう矢印を表している。） 

フラワーフェスティバル 

新たな市民文化創造の場 

「明日の広場」 
 
 
 
 

ひろしまの「明日の文化」の輝きを願い、 

ジャンルを超えた情熱的なアートムーブメントをアピール 

 

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 

主 催 ：広島文化会議実行委員会（明日の広場のためのプロジェクト） 

協 賛 ：広島市中央部商店街振興組合連合会、ステージユニオン広島、ギャラリーG 

協 力 ：市民球場跡地利用検討協議会、市民球場跡地利用を考える市民連絡会議、 

Blue lab. ART PROMOTION HIROSHIMA、JAMM’S、NPO法人セトラひろしま 

 

内 容 ： 

■ブース   

・広島市内３美術館情報コーナー（広島県立美術館・広島市現代美術館・ひろしま美術館） 

・「明日の広場」のためのプロジェクトコーナー 

・「明日の童話」コーナー 

・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） 

・アーティスト・グッズコーナー（オリジナルTシャツ、キャップ、アート小物） 

・インディーズＣＤコーナー  

・似顔絵コーナー 

・球場跡地・夢・アンケートコーナー 

 

■トークイベント（ブーステント横・オープンスペース） 

3日 16:00～17:30  「明日の広場とは？」 

4日 13:00～16:00  「球場跡地・夢・トーク」 

5日 16:00～17:30  「明日の童話」＊子ども達のためのストーリーテリング by JAMM’S 

 
 

☆「球場跡地・夢・トーク」について 

4日 13:00～16:00  “球場跡地-どうしたい？ほら語ってみんさい！” 

“しゃべらー” 

牛谷陽一（建築家）＊広島をこよなく愛する大阪生まれの建築家。 
東 琢磨（著述業・文化活動家）＊遊び人。ヒロシマ平和映画祭 事務局長。いち私人の広島の鬼っ子として参加。 

古池周文（広島市民球場跡地利用市民研究会）＊球場跡地のことをいつも考えている普通のサラリーマン。 

石丸良道（広島文化会議）＊球場跡地に「明日の広場」を夢見る夢想家。 
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“まとめ人” 

若狭利康（ＮＰＯ法人セトラひろしま）＊球場跡地利用について命をかける呉服屋。 
《フラワー期間中「球場跡地・夢・アンケート」を行いますのでご協力ください！》 

 
 

■ライブイベント（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.） 

・ライブ・パフォーマンス ＊フリースタイルダンス 

・参加型アート・プロジェクト 

「明日の童話」～まだ見ぬ未来を創造してみる～by JAMM’S 

＊ひろしまの街に思いを馳せ、未来や過去にあったかもしれない童話を創造する。 

ブログ…http://jamm09.blog42.fc2.com/ 

・アートコレクションマート 

 

 

□お問い合せ：広島文化会議実行委員会（明日の広場のためのプロジェクト） 

       広島市中区中町1-27久保広ハイツ701号 NPOセトラひろしま内 

       TEL 082-545-7611 FAX 082-545-7611   office-npo@cetra.jp 

 

 
 

┏┓ 

┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
■活動報告（３月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡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行いました。 

●並木通り美化活動➡➡➡歩道の清掃を行いました。 

 

■活動予定（４・５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 

      ４月→→ ２日、 ９日、１６日、２３日 

５月→→ ７日、１４日、２１日、２８日 
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┏┓ 

┗■ 【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」 

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

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」 

【レポート】 

 今回の展示会は、例年のいけばなの展示以外に、琴ミニコンサート、琴体験、自由合奏ライブ、コンサート会場のオブジ

ェ制作、新聞バック作り、花の絵の指導展示、いけばな体験など多くのコーナーをつくりました。 

 展示会の広報にも力を入れた効果もあってか、たくさんの人が来場されました。そして、それぞれのコーナーで皆さん、

楽しまれたようです。子供達のいい笑顔が、会場にあふれていました。 

 いつもは、ギャラリーの広いスペースが、有り余っていたのですが、今年は、ギャラリー全体が、楽しい雰囲気のなかで

賑わって、本当によかったと思います。 

 これは、榊先生とご一緒に「伝統文化教室」を開いたお陰だと思います。ありがとうございます。 

 「伝統文化教室」「キッズいけばな」 それぞれの生徒さんが、増えることを願っています。 

 これからも、こどもの笑顔を見るために、頑張っていきたと思います。               （竹澤 和） 

 

    

              〈いけばな展示〉                 〈いけばなを描く〉   

   

       〈お絵かき〉         〈好評だった新聞バックづくり〉      〈自由に即興演奏！〉 

 

 
〈修了式で記念撮影〉 
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【データ】 

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」  

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 

 《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！） 

  ●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！） 

  ●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！） 

 

■自由参加イベント 

   午後１時～    ●オブジェ共同制作 

   午後２時～     ●お琴体験   

午後３時～     ●お琴ミニコンサート 

           ●自由合奏ライブ 

   午後５時～    ●修了証書の授与セレモニー（教室生徒対象） 

 

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） 

 

 
 

┏┓ 

┗■ 【６】大花見大会開催!! 

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

セトラひろしま恒例“大花見大会”を開催しました！！ 
●日時：平成２１年４月２日(木) １９：００～  

●場所：袋町公園 満開の桜の木の下 

※４月１日(水)開催予定でしたが、当日の夕方になって大雨となり、急遽翌日に順延になりました。４月１日(水)しか参

加できなかった！方には、大変申し訳なかったです。来年こそは！予定通りの開催を！→当日の参加者は、約３０名で

毎年恒例のバ－ベキュ－やビンゴゲ－ムで盛り上がりました。 

《感謝!!》おむすびの差し入れ・ビンゴにご協力頂きました若狭理事長、買い出し・準備をして頂きました尾崎理事、場

所とり・準備にご協力頂きました石丸副理事長、お肉や野菜の買い出しに協力頂きました並木通り商店街事務局様、本

当にありがとうございました。そして、また来年もよろしくお願いいたします！ 

 

 

 
 

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◇ 


