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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
いよいよ今年もあと僅か、月並みですが、一年が経つのは早い！若い頃はそんなこと思いもしませんでしたが、最近は毎年
早くなっているような気がします。皆さんはいかがですか？ 今月はセトラひろしまのこの一年を振り返ってみましょう。
まずＡＨ！ですが、パフォーマンス中心から、子育て支援とのコラボに転換して２年目となり、完全に新しいスタイルが定
着してきました。舟津君、梶田さんの頑張りによる所も大きいのですが、出演申し込みも増えていることもうれしいことで
す。また「MUSIC CUBE」
、
「中央通オラボー」
、
「LRT サミット」
、
「エイズデ−」そして「宇和島物産展」等のような合同企画
も増えており、街を盛り上げるための相乗効果と安定した運営にも貢献しております。今後も続けていきたいですね。
「明日の神話・広島誘致」から「エマニュエル・リヴァ展」へ、それが今年は「広島文化会議」発足に向けての活動に発展
しました。５月のＦＦには「明日の広場」ブースを展開して「旧球場跡地利用」のシンポジウムも開催し、そこで行ったア
ンケートは反響を呼びました。９月にも「明日の広場・市民シンポジウム」を開催し近々にその報告書を広島市に届ける予
定です。今後も跡地利用問題とリンクしながら、広島の文化を盛り上げる活動が続くでしょう。
グリーン・プロジェクト、地域環境プロジェクトとも粛々と活動を続けております。各作業所や大学生、ＪＴ、デンソー、
山根木材などの企業ボランティアも加わって、まちなかの環境浄化に大いに寄与していると思います。特に袋町公園の清掃
活動は、中国電力などの参加もあり、１２月末でなんと２００回を迎えます！ 拍手！
そして１０月の通常総会の役員交代では、新しい理事として本通の渡邊さん、楽座の石澤さん、そして並木事務局の木村さ
んに入って頂きました。新たなセトラの試みやスムーズな理事会運営に貢献して頂けるものと期待しています。
しかし一番問題なのは、世界同時不況による景気の悪さと、近隣大型店の増加により、広島市中心部と言えども空き店舗が
目立ちはじめ、各店舗の経営も非常に苦しい状況にあることです。経営の苦しさはセトラも同様です。新年度は赤字スター
トとなってしまいました。これを打開し、且つまちなかを元気にするために、セトラでは「まちなか Art＆Eat」をはじめと
する新企画を模索中です！是非、皆様からも新しいアイデアを頂ければ幸いです。ドンドンお寄せ下さい！！
今年一年皆様には本当にお世話になりました。来年もセトラは頑張りますので、何卒よろしくご協力の程お願い申し上げま
す。それでは、今年最後の「セトラ通信」をご覧下さいませ。
（NPO 法人セトラひろしま理事長 若狭 利康）
……＜目次＞………………………………………………………………………………………………………………………………
【１】グリーンプロジェクト NOW
【２】アリスガーデンパフォーマンス広場 AH! NOW
【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
【４】Art Life Support Project
【５】こども環境学会 2010 年大会（広島）
【６】地域環境プロジェクト NOW
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
┏┓
┗■ 【１】グリ−ンプロジェクト NOW
└────────────────────────────────────────────────────
アリスガーデンでは、時々「ひゅーるぽん」さんが育成したパンジーやビオラの苗を植えつけています。
安佐南区の川内にある「ひゅーるぽん」さんはＮＰＯ法人として、障害者の方の社会参加を支援しています。
１２月はじめ、種苗育成のハウスを見学しました。本場広島菜の収穫に忙しい畑の横の３棟のハウスで、春の花をたっぷり
育てていました。地域の学校の花壇や近所の住人の方がお得意さんだそうです。
これからは、少し付加価値の大きい草花を育成販売していきたいと夢は広がっています。
私たちもゆっくりと応援していきます。
（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
１１月２６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４名、トムハウス４名、中電ボランティア５名、スタッフ５名 合計１８名
作業内容：①植え込み（パンジ−８０ｐ、ビオラ１２０ｐ、プリムラ２４ｐ、コルジリネ２４ｐ）
②追肥、除草、花がら摘み、かん水
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③清掃活動
★毎週木曜日には手入れを実施している。
■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→→→冬は暖かい服装で、風邪をひかないように…）
☆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
会員の皆さまのお陰で、秋の植え替えシーズンも事故もなく無事終えることができました。
この 2〜3 年のように暑い秋ではなく、急な天候の変化に惑わされ、慌てることもありましたが、自家栽培のパンジーも順調
で来春が楽しみな様子です。
■活動報告
☆１１月１１日(水) 定例活動 １０：００〜（袋町小 正門前）
ハンギング１２基 植え替え １０名参加
ヤブランの抜き取り３回目
今年も、シクラメンのハンギングができました。
紅白のシクラメン、緑のヘデラの３色でクリスマスカラーです。
植え込みも皆さん手馴れた手つきで、美しく見える植え方にこだわりました。
☆１１月２５日(水) ９：４５〜（袋町小 正門前）
こげ鉢パンジー植え替え １５名参加
元気いっぱいの１年生４２名と今年もパンジーの植え替えができました。
９月から少しずつ繁茂しすぎたヤブランを整理してきたので、作業も楽にできました。
交流プラザからも２名、セトラよりカメラマンの渡辺氏にお越しいただき、おかげさまで手順
良くできました。ありがとうございました。
１３：００〜（平和大通り サークル花壇）
パンジーの植え替え
プラザ前 ハンギング（インパチェンス、オリヅルラン）の解体
今春、
ハンギングの植え込みをしたとき、
実験的に鉢底土を入れないタイプのものを作りました。
一見、通常タイプと変わらずに育ちました。が、解体してみると、インパチェンスの方は、根が
あまり伸びていませんでした。
オリヅルランの方は、ほとんど変わりなく立派な根が。
公共花壇のテーマとして、作業の簡略化は、大きな課題です。
「飾る場所」
、
「使用植物」そして「期間」によって、植え方も変えていくためのデータの集積も
していければ・・・と考えました。
■活動予定
☆１２月 ９日(水) １０：００〜 袋町交流プラザ 集合
ハンギング（プリムラ）6 基 植え込み
パンジーの鉢まし、デザインコンテナの解体 など
☆ １月１３日(水) １０：００〜 袋町交流プラザ 集合
デザインコンテナー 植え込み など
☆ ２月１０日(水) １０：００〜 袋町交流プラザ ３階会議室 A・B
デモンストレーションなどお楽しみ会 を予定
歳末のお忙しいなか、皆さま気持ちよく新年を迎えるため大掃除といたしましょう。
良いお年をお迎え下さい。
━━* 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。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

１1 月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH！
１１／２１におこなわれた｢秋のうきうきアリス｣にお越しくださり、ありがとうございました！

これは宇和島物産展「小さな四国」とハンドメイドコーナーの様子です。
他にも、似顔絵ブースや民族楽器の体験ブースなど、様々なブースが出店されました。

お昼からはクラシックから、民族楽器まで、さまざまな展開されました。

夕方からは広島のインディーズアーティストによるアコースティックライブです。
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多くの人を惹きつける森恵さん！
今回はブースも多く、ステージもバラエティに富んでいて、より楽しいイベントになりました。
ご来場下さった皆様、そしてご出演、ご出店くださった皆様、ありがとうございました！！（レポート：梶田良花）
【イベントデータ】
●｢秋のうきうきアリス｣ ●日時：11 月 21 日（土） 11:00〜20:00
●天候：曇り一時小雨 ●来場者数：5000 人
☆ステージ☆
14:30 〜 広島きらきら母交響楽団
15:15 〜 ＭＥＮＤＥＲ
15:30 〜 ｍｕｐｅ
17:00 〜 おっくん
17:30 〜具慈顔牛
18:00 〜 森恵
18:30 〜クライム 19:00 〜hikaru
☆ブース☆
◎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)
◎民族楽器の体験ブース
◎民族楽器の体験ブース
・アートブース出店等を予定。
◎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

１２月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH！
たくさんの方にお越しいただき、ありがとうございました。まずはブースの紹介です！！

今回の目玉は、世界エイズデーにちなんだイベント、｢愛です！広島｣関連ブースです。
そして、そのほかにも・ＥＭさん、・BlackCat and his fellows さんがアートブースを出店してくださいました。
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ステージの紹介（その１）です

ステージの紹介（その２）です

ステージの紹介（その３）です。
今回は、｢愛です！広島｣との共同開催だけあって、よりいっそう様々な
ステージをお送りできたのではないかと思います。楽しんでいただけたでしょうか？（レポート：梶田良花）
【イベントデータ】
●「ＡｉＤＳ 愛です！ ひろしま＠アリス」 ●日時：12 月 6 日（日） 11:00〜20:00
●天候：晴れ ●来場者数：5000 人 ●「Aids 愛です！広島」との共催
☆ステージ☆
13:00 〜 クライム （アコースティックデュオ） 13:30 〜 ｋｉｏｐｐａ （ドラムス・パフォーマンス）
14:00 〜 ＫＡＲＩＹＡ 14:25 〜 エイズキャンペーン カープ選手の応援出演 （中田廉投手、中村憲投手）
15:00 〜 yune （アコースティックソロ） 15:30 〜 おっくん （アコースティックソロ）
15:55 〜 エイズキャンペーン 16:20 〜 ＫＡＲＩＹＡ（アコースティックデュオ）
16:55 〜 ＲＩＫＯ （アコースティックソロ） 17:25 〜 秀 （アコースティックソロ）
18:05 〜 ライブペインティング byBlue lab. 18:55 〜 虹のレインボーズ （サイコデキシビリー）
☆ブース☆
◎特設ブース
☆愛です！ひろしまブース☆（HIV/AIDS 啓発に関するパネル展示や パンフレット等啓発物品配布、コンドームの配布と
感染予防のための使用の呼びかけ、エイズ検査目的の献血防止呼びかけ、HIV/AIDS に関する団体や活動のＰＲ）
◎ＥＭ（ライブペイント） ◎BlackCat and his fellows （アート作品展示）
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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/
次回の AH!は、二ヶ月お休みして３月２１日に開催します。
なんと並木通りの歩行者天国での出張開催です！
次回も、皆さまのご来場をお待ちしております

┏┓
┗■ 【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。
旧広島市民球場は 2010 年 3 月 31 日まで市民に開放されますが、4 月 1 日以降は閉され、市民の入場・利用はできません。
さて準備会では、来年春に向けて、正式組織「広島文化会議」の発足を準備しています。また来年には議論を深めるためシ
ンポジウムの開催と「テストイベント」が計画されています。

〜広島文化会議の目的〜
広島文化会議は、世界恒久平和と人類の未来を祈念する広島で、広範な市民活動によって、地球上の生命の多元
的共存を実現する、来るべき地球化社会の文化＝「明日の文化」の創造と発信を目指した活動を推進し、明日の「地
球化社会」のあるべき姿を探ります。＝「明日の広場」プロジェクトの推進。

〜広島文化会議が提案するプロジェクト〜

LOVE FOR TOMORROW
『明日の広場プロジェクト』
『明日の広場プロジェクト』は、広範な市民活動によって以下の３つのプロジェクトを柱に、活動を展開します。
広島に、地球的な文化交流拠点を切り開くために…
【
『明日の広場』〜３つのプロジェクト】
① 旧市民球場跡地を想定した、
新たな市民文化創造の場〜『明日の広場』形成プロジェクト
② 世界的文化イベント＝『世界芸術祭（仮称）
』開催プロジェクト
③ 上記①及び②を実現させるための広島文化活性化プロジェクトの推進
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┏┓
┗■ 【４】Art Life Support Project
└───────────────────────────────────────────────
新規事業です！

Art Life Support Project 平成 22 年 1 月より本格スタート！

専用サイト！ 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
アート・グルメな講座シリーズ。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、色々なジャンルで活躍されている方を講師に招き、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 名程度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！1
講座、2 回〜6 回の Art & Eat 連続講座も今後予定しております。
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。
・会 場：会場はテーマによって変わります。
・日 時：平成２２年１月より、月２回程度でのスタートです。
・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。
・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）

●Vitamin Time
「心にビタミンを」をテーマに色んなお話を楽しみましょう！
2010 年、2 月よりスタートいたします。
・会 場：会場はテーマによって変わります。
・会 費：1,500 円（各講座一律）

●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。
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・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。）
・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。

★まちなか Art&Eat

逝き倒れじゃありません！ 講師：中田淳子
●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
●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 講師：大江貴世子
●開催日：1 月 31 日(日)
17：00〜18：30
●会 場：広島 スペイン料理『トレス』
広島市中区本通り 1-27 B1F
●会 費：4,000 円（1 ドリンク、1 プレートタパス）
●受講者：（定員３０名程度）

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

┏┓
┗■ 【５】こども環境学会 2010 年大会（広島）
└───────────────────────────────────────────────

こども環境学会2010 年大会（広島）来春開催！！！
感性のこどもたち S e n s e o f C h i l d r e n
セトラひろしまが広島事務局を担当しています！
■日時：2010 年4 月23 日( 金)・24 日( 土)・25 日( 日)
■会場：広島市まちづくり市民交流プラザ・袋町小学校・広島平和記念資料館
■主催：こども環境学会 ■共催：広島市、広島市教育委員会、中国新聞社（予定）
現代社会では、さまざまな価値観がゆらぎ、従来型の考えが通用しなくなってきています。こども環境についても安全と
危険、学びと遊び、家庭と学校などについて、従来の考え方では理解できない様々な問題が噴出する一方で、メディアの発
達によって、様々な情報が無防備に侵入しています。特に日本のこどもたちは、世界の他の国のこどもたちと比べて高い孤
立感とともに、こどもたち自身が、主体的に生活環境を育んでいるという感覚は希薄になっているように思われます。こど
もたちの豊かな「感性」はどこに発揮されているのでしょうか。
この問題を真摯に受け止め、2010年春、研究者や実践者が国内外から集い「こども環境学会大会（広島）」が開催されま
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、「感性」の主体となるこどもの眼差しで、こども
環境を「身体-空間」・「はぐくむ-つくる」の二軸から概念的に整理されるテーマのもとにシンポジウムやワークショップ
が展開し、共通テーマを提言に繋げていきます。そして先端的な学術研究の成果のみならず、大会後の実践的な活動の展開
を見据え、様々な市民活動グループが参加し、準備を進めています。
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■ お問い合わせ：
○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

http://www.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

┏┓
┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
袋町公園は１１月中旬頃から落葉が多くなり、散乱ゴミより、落ち葉の処理が活動のメインとなっています。 ２６日に、
「ガ
ーデナー倶楽部」のみなさんのご協力をいただき、花の植え替えを行いました。赤系統の“ﾊﾟﾝｼﾞｰ”と“白のノースポールで
す。しばらくは、落ち葉に埋もれますが、来春まで楽しませてくれることでしょう。
“えべっさん“のおそうじ隊活動も無事に終了しました。今年は例年になく暖かくて、とても楽でした。今回のボランティア
参加は総勢３５名、ごみステーション５カ所で分別収集管理を行いました。参加企業の中で、当日の飛び入りで１０名、参加
してくれたので、遊撃隊として周辺道路の散乱ゴミの収集をしてもらいました。「結構おもしろいな」と云いながら、楽しん
でやっている様で、参加者募集も、だんだんと楽になるかなと期待しています。
世相を反映しているのでしょうか？人出が例年より少な目に感じられました。景気の先行きが心配です。
（本山）
■活動報告（１１月）
●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計４回、ゴミの収集、除草を行いました。また、花壇にパンジーを植えました。
●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（１２月・１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
１２月→→３日、１０日、１７日、２４日
１月→→７日、１４日、２１日、２８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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