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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
案の定、娘がインフルエンザに罹りました。熱は３９.８度まで上がったのですが、それほど症状はひどくなくリレンザを服
用したら１週間ほどで無事回復しました。シャープ製プラズマクラスターを設置したせいか、私たちも感染せず今のところ
元気です。それとも歳だから免疫があるってことかな？ 皆様も十分お気を付け下さい。
１０月２２日にセトラひろしまの第８回通常総会が開催されました。先月にも書きましたように、非常に厳しい財政事情を
抱えた新年度のスタートとなっています。また２年に一度の役員選出に伴い、下村氏、高田氏という本通の理事長、副理事
長のお二人はお忙しいので交代して頂き、新たに、個人として本通の事務局長の渡邊氏、インディケットの創始者、楽座の
石澤氏、そして書記や財務処理などで頑張ってもらっている並木事務局の掛水（木村）さんの３名が加入し、理事は１名増
の１３名となりました。なお、理事長・副理事長・監事は変更ありません。引き続き２年間、よろしくお願いします。
さて、１０月３１日の「LRT サミット連動イベント」は晴天にも恵まれ無事に終了しました。スタッフの皆さんお疲れ様で
した。これは「NPO 地域商業を考える会」さんとのコラボで実現しました。そして、
「ＮＰＯ法人アートプラットホームＧ」
さんとのコラボ組織である「Art Life Support Project」のプレ企画「まちなか “ＡＲＴ＆ＥＡＴ”フォーラム」の第１回
が１１月６日に開催されました。音楽やその解説を聞きながら、おいしいケーキとお茶を頂く雰囲気はなかなかよいもので
した。今後、まちなかのいろいろな場所で開催される予定です。非常に楽しみです。
「ここでやって欲しい！」等の情報もよ
ろしく。１１月１０日には、インターネットの技術者会議「IETF 広島会議」のソーシャル・イベントに参加しました。全出
席者の２／３にあたる約７００名の海外からの参加者がプリンスホテルに介した景色は圧巻で広島における国際会議を実感
しました。参加者の礼儀も良く会場内は非常に和やかな雰囲気でした。今後、このような人たちを広島に迎えるため、まち
なかも自覚を持って臨まなくてはならないなと気持ちを新たにした次第です。
さぁー、今月もセトラ通信をゆっくりとご覧下さい。
（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
└────────────────────────────────────────────────────
9 月 24 日木曜に中区役所で、中区のボランテア花壇を担う市民グループの皆さんが集まり、花壇の勉強会が開かれました。
中区では約 40 チームが、公共花壇で花づくりをしています。たとえば、
・・城北通りでは 40 基の大型コンテナで白島小学校
と協働作業・・基町の中央公民館花壇は 3 階に秘密の花園を作り 2 年目・・京橋近くの橋本町公園はすでに 6 年間継続・・
ご存知並木通り花の会はセトラがお手伝いして植え込み・・千田通りも小花を混色してのコンテナ栽培でイツモきれい・・
河原町公園はバラ花壇に挑戦中・・羽衣町交番前三角花壇は小花たっぷり・・吉島通りは花のエコどおり花壇・・・・・と
それぞれに地域の住民の方が、少しでもわが町、わが地域をきれいにと、ボランテアでガンバッテイマス。
園芸作業をする内に、技術的疑問点や、もう一歩美しく花壇づくりをしたいとの思いが出て、毎年 2 回の花の連絡会、勉強
会を区政振興課の主催で開いているのです。今回も 35 名以上の方が集まり、花壇デザイン、配色、それと壁面緑化など熱心
に勉強をしました。吉島の光南地区の方もはじめて参加、又男性の参加者も多かったのです。公共花壇の花作りは結構重作
業も多くて、男性の参加は不可欠です。町の中心、中区の公共花壇が市民住民の手で、手作り、手入され、その技術が年々
向上していくことが楽しみです。
（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
☆アリスガ−デン
１０月１５日(木) アリスガ−デンの花壇等のメンテナンス
１０:００〜１２:００
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参加者：共同作業所あおぎり３名、スタッフ５名 合計９名
作業内容：①植え込み（パンジ−８０ｐ、ビオラ１２０ｐ）
②追肥、除草、花がら摘み、かん水
③清掃活動
★夏の花を抜き取り、春の定番の花を植え付けた。
■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→１１月は胡子大祭・えべっさん開催の為変更予定
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
11 月に入ると同時に、急激に気温が下がり一気に紅葉も進みました。
先日、大阪のハンギング仲間が、植物公園に来園し、半分程度進んだ紅葉に驚きの歓声。
関西方面は、まだまだ、あおいそうです。
今週に入って、市内中心部の街路樹も、急に紅葉が進み始めました。今月から植え替え作業が各地で一気に始まります。
冬色花壇の登場です。今年は何色に染まるのでしょう？お楽しみに。
■活動報告
☆１０月１４日(水） 定例活動 １０：００〜 プラザ前集合
パンジーの土寄せ、ヤブランの株分け(3 回分の２）など
今後の活動内容(未定部分）についてミーティング
☆１１月１１日(水) 定例活動 １０：００〜 プラザ前集合
ハンギングの植え替え、ガーデンシクラメンとヘデラ(12 基）
〜クリスマスカラーになりました〜
ヤブランの株分け(3 回分の３)
■活動予定
☆１１月２５日(水） ９：４５集合 袋町小 1 年生とパンジーの植え込み
１３：００〜 サークル花壇の植え替え
☆１２月 ９日(水） １０：００〜 ハンギングの植え替え プリムラとヘデラ（6 基）
パンジーの鉢まし、大掃除 など
☆ １月１３日(水) １０：００〜 大型コンテナの植え替え
☆ ２月１０日(水） １０：００〜 お楽しみ会
会員で育成中のパンジーも、今年はなかなかの好成績。
ポップなカラーを選んだので、今から楽しみです。
依然、インフルエンザの猛威が振るっています。すでに季節性インフルエンザの予防注射も品不足がでています。
予防には、手洗い、うがい、に加えて「洗面」も効果大とか。
また、野菜（とくに根菜）と果物の摂取も免疫力の UP に大きな効果があるそうです。
皆さま このシーズンを元気に乗りきりましょう。
━━* 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
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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。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

１０月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH！
「LRT 都市交流広場 “過去・現在・未来＋遊び”
」
10 月 31 日に行われた、LRT サミットと連動したスペシャルイベント、
「LRT 都市交流広場 “過去・現在・未来＋遊び”
」の
レポートをお送りします。
「LRT」とは次世代型路面電車のことで、 この日は、路面電車が走る様々な地域の物産店や、 鉄
道関係のブース、トークショーや紙芝居、各地の伝統ステージなど、 楽しい内容のイベントになりました。

●夕方からは、AH!プレゼンツステージです。

飛び入り参加のアサラト、口琴＆ケーナの即興セッションや… インディーズミュージシャンによる、アコースティックラ
イブで、 ステージはとても盛り上がりました。

そしてレポートが書けていなかった 9 月 20 日の AH!の内容も簡単に紹介させて下さい。

屋外の子育てコーナーも気持ちのよい季節になってきました。
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ステージはアーキーオーケストラさん（左上）、クッキングショー（右上）
Blue lab.と mupe さんによるライブペイント(左下)、おっくんさん(右下)

そしてホロボシさん(左上)、森恵さん(右上)、
M バンドさん（左下）、パラレルリープさん(右下)
など、個性豊かなステージパフォーマンスが繰り広げられました

次回のＡＨ！１１月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH！
11 月 20 日(金)・21 日(土)

Hiroshima Alice Garden

◎平成 21 年 11 月２０日(金) 11：00〜17：00
●ステージ
11：00〜17：00 「えべっさん広島歌祭り」
◎平成 21 年 11 月 21 日(土) 11：00〜20：00
●特設ブース：宇和島物産展「小さな四国」 ＊じゃこ天の実演販売等を予定。
●ステージ
13:00〜20:00
広島インディーズのライブ‥ＭＥＮＤＥＲ、mupe、森恵 他
●ALICE KIDS☆(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
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報告：梶田良花

・ハンドメイドコーナー（手づくり雑貨の販売）
*ママーチェ *fraise *mama*hug *wonder garden *zakka D's (＆一般募集の作品)
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‥

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】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。
前号でも報告しましたが、９月６日、広島県立美術館地下講堂で行われたシンポジウム「新たな市民文化創造の場／明日
の広場」の報告書ができました。65 ページもある大部です。報告書入手ご希望の方は、セトラひろしまにご一報お願いしま
す。
さて只今来年に向けて、さらに議論を深めるためシンポジウムと「テストイベント」が計画されています。

┏┓
┗■ 【４】文化交流事業〜あるエピソード
└───────────────────────────────────────────────
冒頭の理事長コメントにもあるように１１月１０日に、インターネットの技術者会議「IETF 広島会議」の一環としてプリン
スホテルで行われたソーシャル・イベントで、セトラひろしまの理事でもある榊記彌栄氏が、イベント導入の大切な役割と
して箏の演奏を行いました。様々な国々からの参加者は、さかんにカメラのフラッシュを浴びせていました。
さて、榊氏のいわば「文化大使」としての活動を、もうひとつ紹介しましょう。
日本・オーストリア外交関係樹立１４０周年を記念して、芸術と音楽の都で
国連本部のあるウィーン市内にこのほど、ヒロシマで被爆した御影石による
「平和モニュメント」が建立されました。
9 月 9 日に現地ウィーンでこのモニュメントの除幕式が盛大に挙行され、篠
笛、琵琶、箏、雅楽による記念の演奏が式典に華を添えました。さらに国連
本部や現地日本大使館ホールなどでも記念の演奏会が開催され大好評でし
た。
これを受けてこの度、平和モニュメント建立除幕式の報告を兼ねた記念演奏
会が行われました。

ウィーン平和モニュメント建立『記念コンサート』
日時：平成 21 年 11 月 15 日（日）午後２時から
会場：広島国際学院大学 立町キャンパス
篠 笛：福原一閒 雅楽 歌：木本 いず美 箏：榊 記彌栄 薩摩琵琶：大野 友梨子
主催 ウィーン平和モニュメントプロジェクト実行委員会
後援 広島市 財団法人 広島平和文化センター、広島オーストリア協会 広島国際学院大学
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┏┓
┗■ 【５】Art Life Support Project
└───────────────────────────────────────────────
ＮＰＯ法人セトラひろしまとＮＰＯ法人アートプラットホームＧが共働して新規事業を始めました！

Art Life Support Project 平成 22 年 1 月より本格スタート！
専用サイト開設！

http://artlifesupport.com/

まちづくりを中心に活動している「セトラひろしま」とアートを中心に活動する「アートプラットフォーム G」。二つの NPO 法人が共同
で展開していく「まちづくり」と「アート」の融合。それが「Art Life Support」です。皆様にもっと身近にアートを感じていただける
よう、色々な企画をご用意してまいります。

まちなか Art&Eat「The Professional」
アート・グルメな講座シリーズ

まちなか Art&Eat「The Professional」

会場は“まちなか”です。「まちなか」で活躍する各界のクリエイターたちが、サポートアドバイザーとなって、企画づくりをしていきま
す。
講演内容は、そのジャンルの「プロフェッショナル」を講師に招き、普段聞くことの出来ない専門的なお話から、その秘話までを語ってい
ただきます。毎回定員 20 名と少数で行うことで、講師との距離がぐっと縮まる事は間違いありません！
全体の構成は、毎回 2 部構成（講演（ライブ）＋懇親会）。講演が終わった後の懇親会では、食事又はお茶をしながらのフリートークでお
楽しみください。

まちなか Art&Eat 企画概要
■会 場：会場はテーマによって変わります。まちなかの飲食店、貸しスペースなどを利用して行います。
場所が、貸しスペースなどの場合、ケータリングを依頼します。
■日 時：平成２２年１月より、月２回程度でのスタートです。（1 月分予約受付中！）
■受講者：完全予約制。各講演定員 20 名程度、会場によって毎回変わります。（定員になり次第、締め切ります。）
※予約締切日に定員半数に足りないばあい、企画が順延する場合があります。
集期間は、各講座約 2 ヶ月間を予定しております。
■会 費：会場によって毎回変わります。お食事付きの値段です。（講演料＋食費）
6

プレ企画「まちなか Art＆Eat フォーラム（mini ライブ付き）」の様子
●開催日：１１月６日(金)
13：30〜15：30
●会場：THE MODERNS（ザ・モダーンズ） 広島市中区中町 1−
27−
１F
午後の一時、コーヒーを飲みながら‥

ひろしまギャラリー散歩
ひろしまのギャラリーを徹底的に楽しもう！ひろしまギャラリー散歩
ひろしまのギャラリーをギャラリストと一緒に巡るツアーです。アートの楽しみ方、鑑賞の仕方などを楽しく学べる内容を
予定しています。
移動は、徒歩と公共交通機関を主に使用し、みんなで楽しくお散歩感覚でギャラリーを巡ります。
1 日に 3〜4 ギャラリーを予定。内 1 ギャラリーでは、必ず作家さんとの懇談を予定しています。

ひろしまギャラリー散歩 企画概要
■企 画：市内を中心に、1 日に 3〜4 のギャラリーを巡ります。
■日 時：平成２２年春より、月 1 回程度を予定しております。
■受講者：予約制。各回定員 20 名程度。（定員になり次第、締め切ります。）
※予約締切日に定員半数に足りないばあい、企画が順延する場合があります。
募集期間は、各回約 2 ヶ月間を予定しております。
■会 費：1,000 円（お一人様）、別途交通費、昼食代が実費としてかかります。
問い合わせ：Art Life Support Project 企画室（NPO 法人セトラひろしま内）０８２−５４５−７６１１
……………………………………………………………………………………………………………………………
まちなか Art&Eat「The Professional」 特別プレ企画
■広島県立美術館特別展「ピカソと 20 世紀美術の巨匠たち」について
講師：松田 弘（広島県立美術館 学芸課長）
●開催日：１１月 21 日(土)
18：00〜
●会 場：ななしや八丁堀店 広島県広島市中区上八丁堀 3−13
●会 費：4,500 円程度（講義 1,500 円（入場券付き）＋食事 2,500 円程度）
●受講者：（定員 20 名程度）
……………………………………………………………………………………………………………………………

只今・受講お申し込み受付中！

平成 22 年 1 月の講座

■「逝き倒れじゃありません」
・中田淳子 〜 人形作家、中田淳子さんによる講演会。
タイトルの「逝き倒れじゃありません」にまつわる、撮影秘話など。
独特の表情をみせる、中田淳子さんの創る人形達。その人形達がつむぎだす物語をご本人のお話でお楽しみください。
●開催日：1 月 23 日(土)
14：00〜16：00
●会 場：GRAND CAFE（グランカフェ）
広島県広島市中区上八丁堀 4-1 アーバンビュータワー1F
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●会 費：2,000 円（お飲み物＆軽食含む）
●受講者：
（定員２０名程度）

■「フラメンコの楽しみ方」
・大江貴世子 〜フラメンコダンサーで、フリーアナウンサーでもある大江貴代子さんの「フラメンコ」にまつわるお話。
前半では、大江さんのフラメンコライブをご覧いただき、その後食事をしながらフラメンコについての色々なお話をして
いただきます。
フラメンコをご覧になったことがある方も、そうでない方もお楽しみいただける内容になると思います。
●開催日：1 月 29 日(土)
19：00〜
●会 場：調整中
●会 費：4,000 円（お飲み物＆軽食含む）
●受講者：
（定員２０名程度）
※予約受付開始いたしました。会場等詳しくは追ってお知らせいたします。

┏┓
┗■ 【６】こども環境学会 2010 年大会（広島）
└───────────────────────────────────────────────
セトラひろしまが事務局を担当することになりました！

こども環境学会 2010 年大会（広島）
2010.4.23（金）〜4.25（日）
「こども環境学会」は学問の領域を超えて、こどもを取り巻く環境＝「こどもの環境」の問題に関心や係わりのある研究者
や実践者が集い、共に研究し、提言をし、実践してゆくなかで、こどもの成育に寄与する環境科学を確立し、こどものため
のよりよい環境を実現することを目的としています。大会（広島）では、こどもたちの「感性」を育む環境に焦点を当て、
学術研究や実践活動報告を通して、地域的かつ地球的な交流とネットワークを形成し、こども主体の平和な環境の実現に向
けて、持続的な市民活動を展開していくきっかけを提供することを目的とします。

◎企画概要
■大会テーマ：
「感性のこどもたち Sense of Children」
（案）
＊「感性のこどもたち」のテーマ構成
① つくる感性 ② 芸術と環境 ③ 平和への感性 ④ えがく感性
■期日：平成 22 年 4 月 23 日(金)・24 日(土)・25 日(日)
■会場：
《主会場》広島市まちづくり市民交流プラザ・袋町小学校 《他》旧日本銀行広島支店・広島市現代美術館・アリ
スガーデン等予定
■内容：
【4 月 23 日(金)】 プレ大会
基調講演、分科会、シンポジウム、エクスカーション等
【4 月 24 日(土)・25 日(日)】 本大会
国際シンポジウム、記念講演、シンポジウム、分科会、ワークショップ、
2009 年度（第 5 回）こども環境学会賞記念講演等
■主催：こども環境学会、こども環境学会 2010 年大会 広島実行委員会
■共催：広島市、広島市教育委員会、広島県、広島県教育委員会（予定）
■事務局：
●こども環境学会事務局：〒261-8586 千葉県千葉市美浜区若葉 2-11 放送大学 仙田満研究室内
Tel/Fax 043-298-4118 info@children-environment.org
●こども環境学会 2010 年大会・広島実行委員会事務局
〒730-0037 広島市中区中町 1-27-701 NPO 法人セトラひろしま内
TEL：082-545-7611

FAX：082-545-7612

Mail:children@cetra.jp
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プレ企画‥こども環境学会 公開セミナー
『第 12 回 こども環境学セミナー』のご案内〜 子どもの育ちのためのこころと環境
主催 こども環境学会 共催 広島市
日時： 平成２１年１１月２８日（土） 午後１：３０〜４：３０
講師：１）千代 章一郎 氏 （広島大学大学院工学研究科社会環境システム建築学）
「広島市の小学生児童の成長過程に伴う生活環境の変容：自宅・学校・通学路環境の相関関係」
２）清水 将之 氏 （関西国際大学教授・児童精神医学）
「子どもの育ちと日本人心性」
会場：広島平和記念資料館東館地下１階メモリアルホ−ル
参加費：学会員・非会員とも資料代 2000 円。
（学生・大学院生 1000 円）◇広島市在住の市民・学生は、広島市との共催で
すので参加費無料です
＊セミナー参加ご希望の方は、ＮＰＯ法人セトラひろしま事務局までお問い合せください。

┏┓
┗■ 【７】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
袋町公園が紅葉、黄葉でとても華やかです。落ち葉もたっぷりとあり、清掃のやりがいも充分に味わえます。落ち葉との戦い
は、しばらく続きそうです。当局の許可を得て、公園トイレ前の殖栽スペースに “被爆アオギリ２世” を竹澤さんご夫妻、
石丸さん、榊さんと一緒に植えました。 ３週間経ち、しっかり根付いたようです。
（本山）
■活動報告（１０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➡➡➡➡➡清掃活動を１回行いました。
■活動予定（１１月・１２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
１１月→→５日、１２日、１９日、２６日
１２月→→３日、１０日、１７日、２４日

ホームページ http://www.cetra.jp/npo/
ＡＨ！公式ブログ http://ahinfo.blog39.fc2.com/
━━* 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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