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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
今月のセトラ通信の発行が遅れましたこと、お詫び申し上げます。これは私のコメントが遅れたことが原因であります。単
に書き忘れていたというお粗末な理由です。申し訳ございませんでした。m(̲ ̲)m
９月６日(月)に市民シンポジウム「明日の広場」が開催されました。主催は「広島文化会議準備会」つまり「明日の神話・
広島誘致会」のメンバーが主になっています。今回のシンポジウムでは、広島の「明日の文化」を模索して、市民主導の文
化創造として何が出来るのか？旧市民球場跡地に計画されている市民広場の活用も念頭に置いて「広場とは何か？」などを
パネリストの皆さんに語ってもらいました。素晴らしい意見の応酬となりましたが、人数が多く、時間も足りなかったせい
もあり、総花的に終わった感はありますが、広島文化会議の「顔見せ」としては順調な滑り出しだと感じました。最後に「旧
市民球場跡地でイベントを！」という意見も出て今後の活動に注目です。
さて私の活動としては中振連主導の「ひろしま eco 物流・共同集配社会実験」が１０月からスタートするので、その準備や
交渉などで手一杯です。これは街に荷物を運んでいるトラック便を集約して、まちなかからトラックを減らそうとする試み
です。成功すれば次年度から本格実施したいのですが、この物流業界はなかなか手強く、問題が山積みです。何とか実験に
はこぎ着けましたが前途は多難です。しかし、まちなかの環境改善の一助になると信じて頑張ります！
１０月のセトラは大イベントが二つ。毎年恒例の「インディケット」と今年は広島市の「ＬＲＴサミット」に協賛するイベ
ントを月末にＡＨ！と併催の形で実施します。これには電車で街おこしを考えておられる「地域商業を考える会」さんに全
面的に協力していただきます。
最後に１０月２２日(木)に、セトラひろしまの「総会」開催予定です。その懇親会にも是非ともご出席をお願いします。
詳しくは以下のセトラ通信をご覧下さい。よろしくお願いします。
（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
└────────────────────────────────────────────────────
この夏、内モンゴル近く、黄河の上流、寧夏回族自治区、銀川（ぎんせん）市一帯を旅する機会を得ました。
万里の長城が朽ち果てるところ、沙漠化した草原、脆弱な生態系の広大な乾燥地帯がはるかかなたまで続いていました。
この沙漠化、広漠化した地を緑にする努力が、各方面の努力で今現在も、延々と続けられています。
大黄河を利用した灌漑によって、地平線まで続くスイカ畑、トウモロコシ畑、ポプラとヤナギの防風林など、黄河に沿って
美しい緑の景観が作り出されています。が、背景の山々は、シルクロード、ゴビ砂漠、タクラマカン沙漠へと続く乾燥した
裸山であり、一歩、灌漑地区を出ると石と土の乾燥地帯が果てしなく続く環境下です。
黄砂は西風に乗り、近隣である韓国、日本にも毎年飛んできます。
世界の自然環境にも関わるこの地域の、産業開発と、農業開発、壮大な緑化事業、生態保護が注目されているところです。
（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
８月２０日(木) アリスガ−デンの花壇等のメンテナンス
１０:００〜１２:００
参加者：共同作業所あおぎり１名、スタッフ等５名 合計６名
作業内容：①除草、花がら摘み、追肥、かん水
②清掃活動
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★毎週木曜日に下記の管理を実施した。
★オブジェ下の簡易散水ホ−スはうまく作動し、オブジェ下花壇は今夏は充分水分が入った。
■活動予定
○定期活動
☆アリスガ−デン：★少雨・実施しています。
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）
☆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
お盆明けより、日中の気温が高く、残暑厳しく、暑さに負けそうになります。
しかし、朝夕の空気は秋。観察すると花の色は、少しずつ秋色に変化しているのに気づき、
「心地よい秋は、もうすぐ」と、自分に言い聞かせながら、畑の草取りをしています。
赤系の植物色素(アントシアニンなど）は、特に発色が気温に左右されやすく、
最低気温の高い夏はどうしても軽い色になります。
一日の気温差がある、秋は色に深みが増し、艶が出ます。そうなると、グルメもファッションも秋色。
街のウィンドウが美しく彩られ、活動日の帰りに買い物をするのが楽しみになってきます。
■活動報告
☆９月２日(水) １０：００〜１２：００ プラザ３階 会議室 １０名出席
○パンジーの種まき
こげ鉢用のパンジーの種まきをしました。今年は、３色。楽しみです。
例年通り、皆さんに里親になっていただきました。
○総会
前年度、会計報告、活動報告ののち、今後の希望など話しました。
新年度役員
代表
大橋 雅江
川野 美津子
木谷 富貴子
会計
本山 剛
会計監査
新岡 公子
○サークル花壇の手入れ
午後、先月できなかった、ベゴニアの切り戻しを行いました。
あと３ヶ月がんばっていただきます。
■活動予定
☆９月３０日(水)
１０：００〜 パンジーのポット上げ
☆１０月１４日(水) １０：００〜 こげ鉢のヤブラン手入れ、パンジーの土ましなど
まだまだ残暑厳しいですが、皆さまがんばりましょう。

━━* 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
└─────────────────────────────────────────────────
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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。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………８

月のＡＨ！「夏のきらきらアリス」のレポート
8 月 22 日に開催した「夏のきらきらアリス」のレポートです。
この日は、前回以上に暑い中ご来場いただき、ありがとうございました！！
☆ ＡＬＩＣＥ ＫＩＤＳの紹介☆
暑さのせいか、いつもより遊んで行ってくれるお子さんが少なかったようです。
来月からは涼しくなるので、ぜひ遊びに来てください♪♪（※写真を撮りそこねてしまいました。ごめんなさい。）
☆ ステージの紹介☆
●ｍｕｐｅさん
●Free Face さん
●コンクリートさん

癒し系の弾き語りです

ハーモニーで盛り上がりました！

心に染みる演奏です！！

●クライムさん

●RIKO さん

スピード感溢れるニューフェイスです

まっすぐな歌声が心に響きます！

☆ブースの紹介☆
●かき氷ブース

修道大学商学部の皆さんによるかき氷ブースです。
暑い日にはぴったりです。

●アサラト(西アフリカのリズム楽器)の
パフォーマンス、ワークショップ

アサラトは演奏の見た目も楽しめる楽器なんですね。
体験されたかたも楽しそうでした！！
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●似顔絵アーティストＫＡＭＥさん

●路上手紙人（うたし）のくまさん

いつもカッコ良いＫＡＭＥさんです。

ライブペイントでもおなじみのくまさんです。
真剣な表情ですね！！

●ＡＲＡＴＡさん

いつも前向きなＡＲＡＴＡさんのライブペイントです。
即席で描いてくださってありがとうございました！！
以上で、イベントのレポートを終わります。
次回は 9 月の 20 日（日曜日）の開催です。
皆さまのご来場をお待ちしております！！ （報告：梶田良花）

次回のＡＨ！
９月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH！

HAPPY HOLIDAY ALICE
日時：９/２０(日) 11:00〜20:００
●ステージ
12:40〜湯浅 康弘
13:20〜アーキーオーケストラ
14:00〜クッキングショー
15:00〜ライブペインティング
16:20〜おっくん
17:00〜ホロボシ
17:40〜森 恵
18:30〜M バンド
19:20〜パラレルリープ
●ＡＬＩＣＥ ＫＩＤＳ （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
・おっぱい・おむつコーナー （授乳室）
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｣ほか・
●ブース・コーナー
・似顔絵コーナー 野土一也（のじ かずや）
・アートブース by Blue lab.

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】ＩＮＤＩＫＥＴʼ09 ワクワクしますね！開催間近！乞うご期待！
└───────────────────────────────────────────────
＊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
広島インディーズの祭典！
アリスガーデンにて 10 月 10 日(土)・11 日(日)開催！

DRIVE YOUR PASSION!
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┏┓
┗■ 【４】広島文化会議（明日の広場のためのプロジェクト）だより
└───────────────────────────────────────────────
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」の設立のため、広島文化会議準備
会（代表：竹澤雄三氏〈セトラひろしま理事・美術評論家〉
）が活動しています。
さて９月６日、市民との議論を深めるため下記の通りシンポジウムを開催しました。

広島の明日の文化を考える
市民シンポジウム「明日の広場」

〜広島は、来るべき明日の文化を創造するための情熱に満ちた空間＝「明日の広場」となる可能性を秘めている！〜
日時：９月６日（日）１３：３０〜１７：３０
会場：県立美術館地下講堂
主催：広島文化会議準備会
協力：広島市中央部商店街振興組合連合会、
ＮＰＯ法人アートプラットホームＧ、ＮＰＯ法人セトラひろしま
■パネリスト：
石丸紀興〈広島国際大学工学部教授〉
、北野尚人〈
（株）中国博報堂執行役員・ＭＤ統括担当・兼マーケティング部長〉
、
竹澤雄三〈元広島市現代美術館副館長・美術評論家・広島文化会議準備会代表〉
、東琢磨〈著述業・文化活動家〉
、
百々隆雄〈
（社）広島県観光連盟次長〉
、門田大地〈ＲＣＣテレビ制作プロデューサー〉
、
山本一隆 〈中国新聞社 代表取締役副社長〉
コーディネーター：松田弘〈広島県立美術館次長兼学芸課長〉
■総合司会兼コメンテーター：若狭 利康〈ＮＰＯ法人セトラひろしま理事長〉
■コメンテーター：松波龍一〈都市計画家〉
■発表者兼コメンテーター：古池周文〈広島市民球場跡地利用市民研究会代表〉
石丸良道〈ＮＰＯ法人セトラひろしま副理事長〉
■主旨
●「明日の広場」とは
「私たち市民が主役となり、共に力を合わせて様々な壁を乗り越え、
そして希望ある明日に向け、世界に向けて、新しい市民文化を創造し発信していく場」
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特に、旧市民球場跡地に構想されている「市民広場」活用の問題を、今後の広島の文化を考えるための重要なきっかけ・動
機、あるいは絶好の機会と捉え、今を逃しては成され得ない真剣な議論を市民レベルで形成していこうとする「場」である。
●二つの問いかけ
□第一の問い
これからの広島の文化発信＝「明日の文化」をどう捉えるのか、どのような方向性や可能性、またどのような企図がありう
るのか？
□第二の問いかけ
上記の視点において、旧市民球場跡地に構想されている「市民広場」は、現実の空間として「明日の文化」を担い実現して
いく重要な拠点となりうるのか？
また「市民広場」の活用や運用について、具体的にどのような方向性や可能性、またどのような企図がありうるのか？
■内容
●基調報告 「明日の広場」について
●シンポジウム
１）
「明日の文化」と「明日の広場」について
２）
「明日の広場」でのソフト展開について
３）
「明日の広場」のハード・インフラについて
只今報告書を作成しており広島市へ提出する予定です。シンポジウムの総括等詳細は次号で報告しますが、今回は簡単に
当日実施しましたアンケートの結果について報告させていただきます。

「明日の広場」アンケート報告（概要）
■アンケート実施日：平成２１年９月６日
■アンケート回答者：３２名
【１】
「広場」を利用した世界的・国際的なイベントの開催について
約９割が世界的・国際的なイベントを望む。

【２】どのようなイベントを強化・促進すべきか
〈広場で推進すべきイベント展開のイメージ〉
「広場で行われるイベントとしては先ず強化・推進すべきなのは、文化発信性の高いイベントである。次ぎに祭り、博覧会な
ど、集客性の高いイベントである。そして日常の広場は、水辺とか周囲のロケーションにマッチしたテイストで、市民生活密
着型のイベントや、スポーツや趣味性の高いイベントなどに利用され、そこそこ賑わうことが必要であり、時折、教育・啓発
的なイベントが行われるのもよい。
」
【３】
「広場」を利用した「定例的なイベント」の開催は必要か
約８割余りが、日常的に開催される定例イベントが「必要である」と思っている。
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【４】広島発・地元プロデュースのイベントを行うべきか
約９割が、イベントは広島発・地元プロデュースであるべきと思っている。

【５】
「広場」でのイベント展開を円滑に行うために何か必要か
第一に「情報発信の強化」を約７割が望んでいる。
次ぎに、他所から来るアーティストが参加しやすい環境づくりや、文化活動団体との交流やネットワークづくりなど、
イベントの企画プロデュースや運営に関連した仕掛けがキーポイントになる。
また日常のイベント展開に密着した仕掛けやサービスに対する必要度も高い。
その他、
「広島の町を活性化させようとするパネリストの皆さんの熱意が感じられ、とても勉強になりました。
」という感想
他、たくさんの意見をいただきました。
（以上報告：石丸良道）

┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
■活動報告（８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。
■活動予定（９・１０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
９月→→３日、１０日、１７日、２４日
１０月→→１日、８日、１５日、２２日、２９日

┏┓
┗■ 【６】キッズいけばな・伝統文化教室 NOW
└───────────────────────────────────────────────
月日の経つのは、ほんとうに早いですね。
今年も、もう９月になってしまいました。
３月にキッズいけばな、伝統文化教室の始めての合同発表会「春まつり」を開催して、あっと言う間に半年がたってしまいま
した。
４月からは、いけばな、琴 双方、目的意識を持つために、お免状の取得が出来るテキストを使ったお稽古をはじめました。
こちらの心配をよそに、子供達は、楽しんでお稽古に励んでいます。
夏休みは、恒例の「やきもの教室」で、来年の発表会に向けて、花器を製作しました。ドーナツ、りんご、雲、鳩などユニー
クな作品が出来上がりました。今まで、先生にお願いしていた釉薬がけを自分でしました。やきものをつくる楽しさをよりい
っそう、味わったようです。焼き上がりが楽しみです。少しづつ積み重ねの大切さを理解してほしいと思っています。
（竹澤 和）
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┏┓
┗■ 【７】平成２１年度通常総会＆懇親会開催
└─────────────────────────────────────────────────────
ＮＰＯ法人セトラひろしまの平成２１年度通常総会＆懇親会を開催致します！
●日時:平成２１年１０月２２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
●懇親会会費：
《会員の方》2,000 円

《会員以外の方》3,000 円

※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！

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 ３３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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