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

「水不足」と言われているのに雨に祟られています。ＦＦの最終日は雷雨でびしょ濡れ、「ゆかたできん祭」では初日のイベ

ントが始まると同時に豪雨。なぜ他の日に降ってくれないの？ 

さて、その「ゆかたできん祭」ですが、今年も「おそうじ隊」と「もったいないおばさんのこども広場」に多くのボランテ

ィアの方にお手伝いを頂きました。本当にありがとうございました！ おそうじ隊はゴミステーションを２カ所増やし、遊

撃隊の要領も良くなり、結果収集効率が向上し、本当に路上のゴミが減ったことが実感できました。こども広場も AH!で実

績のある文教女子大学の学生さん達も加わって増々充実してきました。皆さん、来年もよろしくお願いします！ 

１０月開催予定の「インディケット」では、公益信託広島市まちづくり活動支援基金、通称「ふむふむ」に応募し、見事交

付決定しました！これは、舟津君と梶田さんが二人だけで申請書を作成し、プレゼンも行った結果です。快挙です！拍手！ 

これに昨年同様のRCCのコンテンツ支援も加わって、今年も何とか開催できそうです。皆さん、奮ってご参加下さい。 

中振連では、今年は交通関係の施策が目白押しです。現在青年部では「交通まちづくり勉強会」を開催中。都心の回遊性と

駅からのアクセス向上を模索しています。そして秋にはトラック便の「共同集配社会実験」を行います。すでに国土交通省

からの補助も決定しております。またセトラと連携して「LRT サミット」の応援イベントも検討中です。新球場の賑わいと

の相乗効果で広島市全体の活性化に寄与できればと思っております。 

さぁー、今月も情報満載のセトラ通信をどうぞご覧下さい。 ※絶賛公開中の「スター・トレック」もよろしく！ 

（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 

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

デパートの福屋と天満屋の胡どおり側には、大型のフラワーポットを５基づつ計１０基を設置しています。設置の目的は通

りの美化と、不法駐輪防止です。２００７年の１２月に幟町小学校の２年生といっしょに初めての植え込みをして、今ちょ

うど 1 年半になり、当初から比べると３倍ほどに植物も育って、なかなかにボリュームが出てきました。この４月末に、見

栄え良くしようと、少し欲張り気味に満開のアジサイをぎっしりと植え付けたところ、これが水管理不備ですぐにぐったり

枯れて、お叱りをいただき反省。アーケードの下なので直射日光が当たらず照度不足で花は育ちにくい環境と認識していた

ところ、胡町商店街振興組合さんの事務の方が、アレ！アーケードは稼動するので、天は開くよ・・とのこと。さっそくス

イッチを入れてオープンしてみると、ゆっくりと初夏の太陽が植物に燦燦と当たり、思わずやったー！場所がら、時にはフ

ラワーポットがあるのさえ分からなくなるほど自転車で囲まれたりもしています。枯れた株をぬきとったり、排気ガスで結

構汚れる葉を拭いたりと手入れ作業をしつつ、通りがかりの方といつも花談義。 

試行錯誤しながら、大型フラワーポットに緑、花作りを続けています。              （はしもと まちこ） 

 

グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

☆アリスガ－デン 
○定期活動 
 ５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～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４名 スタッフ等 合計１７名 
  ハイビスカス、トレニア、サルビア、マリ－ゴ－ルド、芝の植え込み、除草、花がら摘み、追肥、かん水、清掃活

動。★昨年同様、ハイビスカスを黄コンテナに植え付け、オブジェ下にはトレニアとサルビアの混植、黄コンテナ

３基に芝を植え込み、芝ベンチを製作した。 

セ ト ラ 通 信 
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■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。 
   ☆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 
 
5 月は、お世話になっているまちづくり交流プラザで、「まちづくり市民交流プラザ」があり、倶楽部挙げての参加となりま

した。準備期間中に定例活動の、袋町小学校の 2 年生と、ニチニチソウのこげ鉢への植え込み作業がありました。ハードス

ケジュールにもかかわらず、みなさん「できる範囲で・・・」とおっしゃりながらのフル参加でした。 

5月16日（土）、17日（日）の「フェスタ」当日はあいにくの雨模様。しかし、「フェスタ」見学者以外にも、多くの通りが

かりの方も興味深く足をとめてくださり、いろいろな情報交換も盛んにあり、うれしく思いました。今回、『ポタジェ』をテ

ーマにしての作品展でしたので、各自、家庭で栽培している鉢を、沢山運び込んでの展示となり、それが来客者のかたの興

味を、非常に高める効果があったと思います。セトラからもテントやテーブルセットなど貸し出していただき助かりました。 

『街の中心で「野菜」を景色になじむよう展示するには、どうしたらよいか』、と皆で考えて飾りつけ、興味を深めていただ

く為に、「プランツラベル」の掲示をし、楽しんでいただけるよう工夫してみました。野菜の絵はがき、ハーブティーの無料

提供も大変好評で、多いときには少しお待ちいただくような状況でした。この貴重な経験を今後にいかしたいと思います。 
 
■活動報告 

  ☆４月 ８日(水)  定例活動 プラザ前手入れ  

                 ミーティング   13名参加 

  ☆４月２２日(水)  プラザ前ハンギング植え替え 11名参加 

            インパチェンス １２基 

            オリヅルラン   ６基（夏の日陰用対策に新しい試みです） 

■活動予定 

☆５月１３日(水)  午前 定例活動  
袋町小学校との焦げ鉢へニチニチソウの植え込み 15名参加   

          午後 「フェスタ」展示用バスケットの寄せ植え 製作  13名参加 
☆５月１２日(火)～１７日(日)、２０日(水)  

「フェスタ・作品展」設営準備、当日当番、搬出 のべ47名参加 
☆５月２７日(水)   午前 定例活動  

平和大通りサークル花壇 ベゴニア植え替え作業 7名参加 
■活動予定 

☆６月１０日(水)  プラザ前デザインコンテナーの植え替え（10:00～） 

          （ドラゴンウィングと、オリヅルランの植え込み） 

☆７月 ８日(水)  広島市緑化指導員 矢城先生による「ワイヤークラフト」講習会 
（10:00～） 

           （講習会終了後、種まきするパンジーの色を決めます。）プラザ北棟５階 研修室C 
 

他にもサークル花壇の植え替えの日程は未定です。植え替え作業は、まだまだ続きます。  

体調管理に気をつけてご参加下さい。 

 
                                                                                                                                                                                                                                         

━━* 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） 
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┏┓ 

┗■ 【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。 
 

● ５/４,５/５ ｢ALICE KIDS｣ のレポート 

5月4日、5月5日に開催したアリスガーデンパフォーマンス広場AH！「ALICE KIDS」 
の写真レポートをお届けします♪♪ 
 
まずはブースの紹介です。 

☆ ALICE KIDS☆（子育て応援コーナー)です

 

写真は遊んでいきんちゃいコーナー、ハンドメイドコーナーのようすです。 

 

そしてRafikiさんのフェアトレードブース、ぽるぽるショップ・出張ブース 

その他にも楽がき詩人 まっきーさんが詩の書き下ろし、クラウさんのパフォーマンスなど、 

楽しいブースでいっぱいでした♪ 

 

ステージの紹介です☆☆ 

【5月4日】 

 

チャーリーダンススタジオの皆さん、Hi-Fuさん 
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BLUESTONEさん、春樹さん 

 

梶山シュウさん、ブレーメンの音楽隊さん 

 

パラレルリープさん、屑星さん 

【5月5日】 

 

エル・コンボ・デ・ラ・パスさん 

 

ジュニアマリンバアンサンブルの皆さん、ブレーメンの音楽隊さん、 
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RIKOさん、Teddywillsさん、 

 

具慈顔牛さん、happy placeさん 

 

以上ステージの紹介でした♪ 

突然の大雨などのハプニングもありましたが、無事イベントを終えることができました。 

ご来場者の皆さま、出演者の皆さま、スタッフの皆さま本当にありがとうございました  

 

次のアリスガーデンパフォーマンス広場AH！は7月19日（日曜日）です。 

皆さまのお越しをお待ちしております  

（報告：梶田良花） 

 

 

《イベント・データ》 

ＡＨ！PRESENTS “ALICE KIDS”  

2009年5月3・4・5日 Hiroshima Alice Garden ＠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 

■協賛：ステージユニオン広島 

■企 画 内 容：  

【3日】天候：晴れ  来場者数：約１，500人 

16:30～ チャーリーダンススタジオ・ダンスステージ   

 

【4日】天候：晴れ  来場者数：約10，000人 

●ステージ 

13:00～ チャーリーダンススタジオ 

14:40～ Hi-Fu 

15:20～ BLUESTONE 

16:00～ 春樹 

16:40～ 梶山シュウ 

17:20～ ブレーメンの音楽隊 

●ブース・コーナー展開 

・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 



 6 

・楽がき詩人 まっきー 

・ケニヤ・フェアトレード Rafiki 

 

【5日】天候：曇り→雨  来場者数：約9，000人 

●ステージ 

12:00～ エル・コンボ・デ・ラ・パス 

14:00～ ジュニアマリンバアンサンブル 

15:20～ ブレーメンの音楽隊 

16:00～ RIKO 

16:40～ TeddyWills 

17:20～ 具慈顔牛 

18:00～ happy place 

●ブース・コーナー展開 

・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 

・ぽるぽるショップ・出張ブース 

・楽がき詩人 まっきー 

・ケニヤ・フェアトレード Rafiki 

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

ＡＨ！は今年度から、時間配分を明確化したプログラムで展開しています  

11:00～15:00までは子育て応援の時間帯とし、 

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７月１９日(日)！！  皆さんのお越しをお待ちしております  

 

■企 画 内 容： 

●ステージ 

11:00～15:00  バルーンアートや読み聞かせ、 
第２期大須賀芸能・虹組「虹の森のレインボーズ」によるライブ（サイコデキシビリー） 

15:40～16:10  ＭＩジャパン presents ライブ 

16:20～16:50  森恵（弾き語り） 

17:20～18:40  ラジオボタン 

19:10～20:30  広島インディーズによるライブ 

 

●ブース・コーナー展開 

・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 

・シャボン玉 by NPO法人地域安全協会 

・ケニヤ・フェアトレード Rafiki 

 

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

 

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】ＩＮＤＩＫＥＴ’09  エントリー募集開始！ 

 └─────────────────────────────────────────────── 
＊ひと・まち広島未来づくりファンド・第７回助成事業 

INDIKET HIROSHIMA 2009 
《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新しい造語です。 

自主制作作品のフリーマーケットとプロモーション・ステージがドッキングした 

広島インディーズの祭典！ 

 

日時：2009年10月11日（土）、12日（日） 2日開催 12：00～20：00 

会場：中区 アリスガーデン 

■EVEVT CONTENTS 

●フリーマーケット：自主制作作品（CD、DVD、アート作品、グッズ等） 

●プレゼンテーション・ライブ 

●インフォメーション＆商談コーナー 

●協賛企業出店ブース 

●インディケットカフェ他 

●各賞の授与（INDIKET AWARD） 

◎特別ゲスト  （未定） 
◎ライブステージの模様をRCCの特設サイトで動画配信 

 

◎音楽部門、ダンス・パフォーマンス部門、アート部門のアーティスト参加を期待しております！ 

参加申込みについては… 

★INDIKET HIROSHIMA公式サイト 

HP：http://www.indiket.net/ 

MOBILE：http://www.indiket.net/m/ 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】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旧球場跡地に「明日の

広場」を提案しよう！というプロジェクトが胎動しています。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」プロジェクトは、広島百年の計、旧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

での構想提案に限らず、大きくこれからの広島の文化をどう捉えるかという議論とも重なり、世界的な文化フェスティバル

の開催も視野に入れて提案しようというものです。 

 

広島市中央部地域にある商業・ビジネスエリアにとっても、旧球場跡地利用の問題は、将来の同地域の持続的発展のため

にも死活問題として関心が高まっています。 

さて、前号でも紹介しましたように、5月、フラワーフェスティバルで行ったアンケートでは、なんと3日間で1,323件

の回答がありましが、「市民広場」を必要と答えた回答は、約８割に近い 1,037 件あり、跡地利用策の中で最多でした。市

民の関心が最も高いといえます。 
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現在、広島市によって示されている旧市民球場跡地利用案によると、広場機能として、概ね１万人が集客可能な「広島の夢

と希望を共有する場」＝「市民広場」を整備するとされています。しかし集客性の面等、周辺商業エリアの活性化に影響のあ

る「市民広場」（＝私たちは「明日の広場」と呼んでいます。）の有効な利活用については、現段階では、ほとんど議論され

ておらず、具体的な将来像やビジョンが形成されていないのが現状とみられます。 

もとよりこの問題は、ひろく市民の声を聞きながら議論・検討されるべきです。そこで、「広島文化会議」としては、以下

の問題を設定し、市民との議論を深め、将来ビジョンを提案することを考えています。 

 

《「市民広場」＝「明日の広場」～検討されるべき問題》 

①機能や意味～存在理由 

旧球場跡地の範囲にとどまらず、平和記念公園や中央公園等、周辺商業・ビジネスエリアを含めた周辺地域にとって、また

広く広島市全体や世界にとって、「市民広場＝明日の広場」の存在が担う機能や意味はどうあるべきか？ 

②ソフト展開（イベント等） 

「市民広場」の利用形態として、周辺商業・ビジネスエリアにとって最重要と思われる、集客が期待されるイベント展開は

どうあるべきか？（イベントの形態、有料イベントにおける課金の問題、イベントの内容、またイベントを統括的、効果的

に誘発し促進する方法システム、それらを運営管理する組織形態など「広場」運営・管理に係る課題等、ソフト面の検討及

び提案。） 

③ハード・インフラ 

上記②の展開に必要な施設・設備等、どうあるべきか？（さまざまなイベント展開に効率よく対応できるハード面の検討

及び提案。） 

 

以上の問題設定のもと、私たちは、この夏、市民シンポジウムの開催が決定しました！以下予告です！ 

 

●「明日の広場」市民シンポジウム（仮称―現在企画調整中・あくまで予定です。） 

○開催日：平成21年８月３０日（日）13:30～16:30 

     ○場 所：広島市青少年センター及び旧球場周辺（予定） 

      

（以上報告：石丸良道） 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【５】広島ローカル文化・コラム NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
『MOTO-KAMI』ということ 

市民球場の移転にともない、活力の低迷が懸念される基町・紙屋町地区。事実、最近街ブラをすると、大型商業施設の中

でも空き店舗が目立ってきているのは気のせいだろうか。広島市中央部に位置し、平和記念公園に近いこの地区は、広島を

訪れる観光客やビジターなど多くの人々を迎え、広島を印象づける、いわば大切な玄関の街である。現在市民の間で関心の

的となっている旧球場跡地利用の問題ともリンクし、この街が元気であって欲しい。 

最近、このような思いをもつ市民が集まり、『MOTO-KAMI PLATFORM』という団体ができた。『モトカミ』とは、基町・紙

屋町地区を指している。このネーミングは、最近一般的になってきた広島市中央部エリアつまり紙屋町－八丁堀エリア全体

を指す呼称：『カミハチ』を意識している…『カミハチ』のブランチといったところか。 

さてこの団体、市民の任意組織で名前も実力もないけど、この夏、MOTO-KAMI FESTA“August Jam Hiroshima”と銘打っ

てアクションを起こそうと立ち上がる。 

このフェスタは、国内外から多くの人々が訪れる広島の８月…広島にとってシンボリックなこの８月という月に、この街

（『モトカミ』）で、広島在住の文化を愛する人たち、また国内外からの来広するアーティストへ、広く発表の場を提供し、

さまざまな人々が集うことのできる開かれた場をつくり、来街者をホスピタリティーでもって迎えようという思いから、ス

テージイベント、アート展示、アートマート、広島文化シーン情報コーナー等、ジャンル・フリーの、さまざまな独自企画

イベントが寄り合うイベント・コンプレックス型フェスティバルを展開しようというもの。現在エントリーイベントを募集

中であり、興味のある方は参加していただけたらと思う。 

（以上：石丸良道） 
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MOTO-KAMI FESTA“August Jam Hiroshima” 

広島の8月～明日のためのジャミング! 

 

●期間   ：８月１日(土)～８月３０日（日）  

●会場   ：イベントカフェ・サマロ  ＊パセーラ（基町クレド）５F 

●主催   ：MOTO-KAMI PLATFORM       

●お問い合せ：MOTO-KAMI PLATFORM事務局 

                              イベントカフェSAMALO《内》 TEL&FAX/ ０８２－５０２－３３３８ 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
やっと終わった“ゆかたできん祭” おそうじ隊に参加または応援して下さったみなさん、お疲れ様でした。私事ですが、

５月末からの風邪が抜けず、最悪の体調で迎えることになってしまい、関係の皆さん方には、ご心配やご迷惑をかけてしま

いました。お詫びと支えてくれたみなさんに御礼を申し上げます。今年は２日間で述べ８５名の方に参加いただき、ごみス

テーションを２箇所増やして、計１０箇所で管理しました。成果は大いにありましたが、悩みは、人出の多い土曜日の参加

者が不足気味なことです。そのため、遊撃隊メンバーに十分な人数を配置できず、車道の一斉清掃に負担がかかり、制限時

間ぎりぎりとなってしまいました。年来の懸案事項です。 

袋町公園の花壇に、ピンクの濃淡２色の“日々草”４５０株を植え込みました。一帯がグッと華やかになりましたよ。木々

の緑も濃くなりまさに街中のオアシス。リフレッシュに絶好の場所です。今回も、“ガ－デナ－倶楽部”のみなさんのご協

力いただき、ありがとうございました。                                 （本山） 

■活動報告（５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。 

■活動予定（６・７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 

６月→→４日、１１日、１８日、２５日    ＊４日は夏の花“日々草”の植え込みです。 

７月→→２日、９日、１６日、２３日、３０日    

 

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/  ━◇ＮＰＯ法人セトラひろしま◇ 


