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

新年明けましておめでとうございます 

今年もよろしくお願いします 

と、月並みな挨拶から始まりましたが、皆さん、お正月はどのように過ごされましたか？うちはいつものように寝正月でし

たが、ただ 3D 映画の「アバター」だけは観ました。3D の立体感もさることながら基本マトリックスにナルニア国とナウシ

カをミックスして平成ガメラを少しブレンドしたようなストーリーと映像は、私のツボでした。もう１回観たい！ 

広島の中心部「まちなか」と言えども、この大不況と郊外店の影響で空き店舗が目立ちはじめています。今年が今後の広島

市を占う正念場になるでしょう。セトラひろしまとしても何とか、まちなかを盛り上げる手助けをしたいと思っています。 

そこで、セトラにとっても新たな展開の年になりそうです。「明日の広場」実現を目指す「広島文化会議」では正式な組織立

ち上げが行われ、イベント展開もあるかもしれません。NPO法人アートプラットフォームGさんとのコラボプロジェクト「Art  

Life Support」と、その企画である「まちなかArt＆Eat」も今年から本格化するでしょう。また７年目を迎える「ＡＨ！」

と、６回目となる「インディケット」も新たな展開が望まれます。グリーンと環境プロジェクトも、前向きに継続するため

の「次の一手」がほしいところです。また中振連とのイベント「えべっさん」もマンネリ化しつつあり、打開策が必要でし

ょう。これらが今年の課題となりそうです。 

皆様には今年１年何かとお世話になると思いますが、何卒セトラひろしまをよろしくお願い申し上げます。 

それでは新年最初のセトラ通信をどうぞご覧下さい。          （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 

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

昨年は、多くの自然大好なナチュラルパーソンの方たちと普段にも増して次々と出会うことができ、晩秋には秋の自然の恵

を利用して、自然園芸クラフト工作を大いに楽しみました。 

２００８年の秋１１月にアリスガーデンでオーシャンブルーの撤去と合わせ、この植物のつるを使って、ミニリース作りの

オープンテントを開いたところ、思いもかけず沢山の方のフリー参加があったのを思い出します。 

野ブドウのつるやどんぐり、松ぼっくりなどの実や針葉樹の葉、ドライになった野の花など自然素材を使ってのクラフト工

作は、世代を超えて根強い人気があります。町の中心地でも良く観察すると、平和大通りではヒマラヤシーダーの実、メタ

セコイヤの実、マテバシイのどんぐりなど採取することができます。 

遠くの里山まで出かけずとも、毎日の生活の場のすぐ隣の公園、街路樹などの下でこどもたちとワイワイ木の実拾いや落ち

葉拾いができる、そんな緑深い公園や広場がますます充実していくことが私の大いなる夢ナノデス。 

（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 
１２月１７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、トムハウス６名、中電ボランティア３名、スタッフ５名 合計１５名 
作業内容：①植え込み（ビオラ４０ｐ、ノ－スポ－ル４０ｐ） 

②追肥、除草、剪定（シマトネリコ５基分）、かん水 
③清掃活動 

★毎週木曜日には手入れを実施している。 

セ ト ラ 通 信 
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■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９：４５～１２：００ 

  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 
 
新年明けましておめでとうございます。 
いつも、袋町交流プラザ前のハンギングの手入れをしていると、足をとめて、声をかけてこられる方が非常に多いのですが、 
今年は、特にシクラメンのハンギング、プリムラのハンギング、それぞれに、ファンがいらっしゃるようでついつい話が弾
みます。手前味噌ながら、植え込みが倶楽部のメンバー全員、「見せる」ことにポイントを置いた植え込みが、できるように
なったからだと心の中で拍手♪ 今年も、美しい町並みつくりをメンバー総力を挙げて取り組みます。 
 

■活動報告 
☆１２月 ９日(水）１０：００～ プラザ前集合 

自家栽培パンジーの鉢まし、プリムラのハンギング6基の植え込み、デザインコンテナーの解体、 
資材置き場の大掃除、サークル花壇の手入れ など複数のチームに分けて手際よく作業終了。 
お陰で時間内に余裕を持ってできました。 

■活動予定 

☆ １月１３日(水) １０：００～ 袋町交流プラザ 集合   デザインコンテナの植え込み など 
 ☆ ２月１０日(水) １０：００～ 袋町交流プラザ ３階会議室A・B   お楽しみ会 など 
☆ ３月１０日(水） １０：００～ 袋町交流プラザ 集合   通常手入れ など 
 
まだまだ、冷え込む日が続きます。 
皆さま、体調管理にお気をつけ下さい。 

                                                                                                                                                                                               

━━* 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） 

 

 

┏┓ 

┗■ 【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。 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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/ 

AH!は、二ヶ月間冬休みです。 

次回は３月２１日(日)に並木通りで開催します。 

まちなかホコテンにエントリー！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  
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┏┓ 

┗■ 【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はじまります。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。 

 

2010年～いよいよ本格的にはじまります！ 

LOVE FOR TOMORROW  『明日の広場』 
広島に新たな市民文化創造の場＝「明日の広場」を創出しよう！というプロジェクトがはじまります。 

 
■「明日の広場」の理念 

広島の地で、人々が感じ、理解しあって、今の営みをよりよいものに、 
そして希望ある創造をめざし、世界への発信を行う。 
―広島での新たな市民文化創造の場として― 
 
『明日の広場』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 グローバルな文化・芸術祭の開催 
 ② 旧広島市民球場跡地に想定される市民広場に、新たな市民文化創造の場～『明日の広場』の形成 
 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、及び、関連する観光の推進 
 
■２０１０年、春、プロジェクトを担う組織として「広島文化会議（仮称）」の設立が予定されています。 
また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。 
そのため、広島文化会議準備会が活動し、準備をしています。 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
広島文化会議準備会は、2008年春までの岡本太郎「明日の神話」広島誘致会の活動が発展したものです。広島の新たな市民
文化創造の場として旧市民球場跡地周辺に「明日の広場」を提案する会を準備しています。 
 
「新たな文化創造̶明日を考える」といった動きは、今日、日本各地にあります。重要なことは、まち独自の文化がいかに
あるべきかを考えている人が自分達のまちにどれだけ、どのようにまたどこまで真剣に考え、具現化しようかしているかで
ありましょう。 
 
広島の場合、1945年8月6日に崩壊したまちの再建に64年をかけ、今日の広島がありますが、一度、消滅したまちの文化
は、この半世紀以上の時間と努力を重ねても簡単に再生するものではありません。広島には、うつくしいまちづくりを目標
とするととともに地球的視野で情報発信力をもつことが課せられていると思います。 
この準備会は、広島の地で新たな市民文化を考える会として広島文化会議をたちあげるための前哨行動です。市民力が結集
され、世界の人々と共感しあえる市民文化活動へのパッションと場の誕生を目標に活動をしています。 
 
2009年10月 
広島文化会議準備会代表  竹澤雄三 
 
●『広島文化会議準備会』のこれまでの活動 
 
・平成２１年４月 
 2006年7月から2008年4月まで２年にわたる岡本太郎の壁画「明日の神話」の広島誘致を目指した市民活動、岡本太郎
「明日の神話」広島誘致会の活動実績を継承し発足、活動を始める。 
・平成２１年５月３日～５日  
 ひろしまフラワーフェスティバル～「明日の広場」 展開 
 ＊連続シンポジウム・アート行動・アンケート等を実施。 
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・平成２１年９月６日（日） 
 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」 開催 
 会場：広島県立美術館地下講堂 

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】Art Life Support Project 

 └───────────────────────────────────────────────  
新規事業です！ 

Art Life Support Project 2010年いよいよ1月よりスタートします！ 

ご期待ください。 

 

 

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。 

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Art&Eat 
「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。 

 

 

浮世絵「徳井コレクション国芳の四十七士展」 

講師：水木祥子（ひろしま美術館学芸員） 
●開催日：2010年1月16日（土） 14:00～17:00 

●会 場：ひろしま美術館内カフェ 

●会 費：2,000円（お飲み物＆お菓子＆展覧会観賞付き） 

●受講者：（定員20名程度） 

 

逝き倒れじゃありません！  講師：中田淳（人形作家） 

●開催日：1月23日(土)  14：00～16：00 

●会 場：GRAND CAFE（グランカフェ） 

     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） 
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「ベイクドアート展」ー焼いたお菓子と器のおはなしー  

講師：岡美希（陶芸家） 

●開催日：1月30日(土)  14：00～16：00 

●会 場：GRAND CAFE（グランカフェ） 

      広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビュータワー1F 

●会 費：2,500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）この春開催！！！ 

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、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、中国新聞社（予定） 

■大会テーマ：「感性のこどもたちSense of Children」 

       ＊「感性のこどもたち」のテーマ構成 

① アートな感性 ② 空間の体験 ③ 平和への感性 ④ 感じる手 

■内容： 

【4月23日(金)・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 

 

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「からだ-ばしょ」・「はぐくむ-みがく」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
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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。 

 

 
■ 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 
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┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
袋町公園の美化活動が１２月２４日で２００回となりました。２００５年５月から、４年６ヶ月の成果です。みなさん、応援

ありがとうございました。当日、マリオ袋町店で、若狭理事長はじめセトラの仲間と、ささやかなカフェパーティを行い盛り

上がりました。 

えべっさんおそうじ隊に初めて参加した藤村君が、袋町公園の活動にも加わってくれるようになりました。また、セトラの協

力会員にも入ってもらいました。 新しい人の参加に勇気づけられますね。次は３００回を目指して頑張ります。 

     （本山） 

■活動報告（１２月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計３回、ゴミの収集、花柄摘みを行いました。  

●道の里親制度➡➡➡➡➡➡➡袋町公園周辺市道の清掃活動を３回行いました。 

■活動予定（１月・２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 

１月→→７日、１４日、２１日、２８日 

２月→→４日、１８日、２５日  

 

 

┏┓ 

┗■ 【７】キッズいけばな・伝統文化教室 NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いいたします。 

こどもの感性を育てることを目的に教室をはじめて、日々の成長を1年単位でみると、確実に感性が育っていることを実感し

ております。教える側の忍耐が必要とおもうところです。今年は、4月3日(土)に恒例の交流プラザでの展示会、5月30日（日）

にゲバントホールでの榊門下の合同発表会とかなり忙しいくなりそうです。楽しみながらやっていこうと思っています。 

今、最大の悩みは、生徒が増えないことです。 

「100年に一度の・・・・」で、子育て中のご家庭のご苦労は、大変と思いますが、こういう時にこそ、培われた感性、技術

は、大人になってから、生きる大きなエネルギーになると信じています。皆様、どうすればいいか、アドバイスをしてくださ

い。よろしく、お願いします。 

ともあれ、子供達が心豊かに育ってほしいと思っています。                       （竹澤 和） 

 
 
 

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！ 
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