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

まだまだ寒い日が続いておりますが、皆様元気でお過ごしでしょうか？ セトラも私も懐はお寒いのですが元気に頑張って

おります。 

揉めております旧市民球場跡地ですが、何とか「イベント広場」として活用しようと、広島市都市活性化局の諮問機関とし

て「賑わいづくり研究会」が立ち上がっております。前・商工会議所副会頭の金井宏一郎さんを座長として、私を含む８名

の委員で構成され、広場とその周辺一帯の活用方法と運営形態を話し合う「勉強会」という位置づけになっています。すで

に２回開かれましたが、前提条件と視察でしたのでこれからが本番で、５月頃にまとめに入る予定です。そこでこれをお読

みの皆さんにもイベント案をお寄せ頂けるとありがたいのです。４年に一度の大イベントから毎日行う小イベントまで、あ

の場所にふさわしいアイデアを募集いたしますので、是非とも奮ってセトラまでお送り下さい！！ 

さて私事ですが、メインＰＣのＯＳを「Windows7」に載せ替えました。※その性でセトラ通信の投稿が遅れました。すいません。

今までのXPもインストールして時間が経ち、不具合が目立ち始めたのでそろそろ再インストールかなと思った矢先、朝一時

的に起動しなくなったのを機に載せ替えを決意しました。機械自体はHDD２台とBDドライブを取り替えただけでそのままで

す。本当はメモリが豊富に使える６４ビット版にしたかったのですが、まだ対応していないソフトもあったので仕方なく  

３２ビット版にしました。さて、使い勝手ですが、自宅ＰＣの Vista とほとんど変わりませんが、各部がブラシュアップさ

れてる感じで使い易くなっており、とてもイイ感じです。Vista でも動かなかった古いソフトがやはりダメでしたが、その

他は今のところ不具合もなく稼働しております。Vista より軽いかというと、マシンの性能もありますが、それほど変わら

ない気がします。ただXPからの進化は確実に感じられますし、ゴミの貯まったXPよりも起動が速いので非常に気持ちがよ

いです。古いソフトを大事にお使いの方には進められませんが、それ以外の方には間違えなくお薦めです！ あっ、ついで

にセキュリティソフトも、カスペルスキーから最近になって評判の良くなったノートンに換えました。これも良いです。 

さぁそれでは今月もセトラ通信をごゆっくりご覧下さい。 

（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 

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

アリスガーデンや並木通りでの花の植え込みには、共同作業所の皆さまのサポートを毎月いただいています。 

「南区東雲のトムハウスさん」と「中区吉島新町のあおぎりさん」です。 

毎月２・３名～６・７名と月によってそれぞれですが、すでに足掛け５年ほど花の植え込みや除草など協働で作業をしてい

ます。「楽しみに参加しているのですヨ」という声をいただくのがありがたいことです。 

これからも一緒にず～っと続けていきます。                        （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 
１月２１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：スタッフ４名 （作業所は今月お休み） 
作業内容：①花がら摘み、除草、ヘデラのカット 

②追肥、かん水 
③清掃活動 

  ※新年１月は寒い日が続き春の花もまだかろうじて咲いている状態だが、地下部の根はしっかり張りつつあります。 
２月に入ると気温は低くとも陽の光は強くなり花も徐々に育ち始めることが楽しみ！です。 

■活動予定 

 ○定期活動 

セ ト ラ 通 信 
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☆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 
 
“１月はいぬる”・・・まさに１月は、駆け足で過ぎ去り、春を感じさせる芽吹いた木々が花屋さんの店頭を飾り始めました。 
寒波襲来！！で年頭の活動が１週間延期になり、出鼻をくじかれた感もありましたが、シクラメンの燃えるような赤色に元
気をもらったような気がします。 
プラザ前を通ると、自然に顔が和んで見知らぬ人たちと笑顔を交わす・・そんな素敵な空間になることを願いながら、活動
に励もうと思っております。 

■活動報告 
☆１月１３日(水）１０：００～ 袋町交流プラザ前集合 

             デザインコンテナ４基植え込み（自家栽培 パンジー） 
      こげ鉢・ハンギングの手入れ 

■活動予定 

☆２月１０日(水) １０：００～ 袋町交流プラザ ３階会議室 
                “ガーデナー倶楽部お楽しみ会２０１０” 
☆３月１０日(水) １０：００～ 袋町交流プラザ前集合 
                定例活動 ヤブランの刈り取り など 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

━━* 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、ただいま冬休み中です。 

次回は春一番！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  
 

「まちなかホコテン」 

＊広島市の中心部を表す「まちなか」と歩行者天国を略した「ホコテン」を併せたものです。 

◎目的まちの賑わいの創出効果や自動車流入抑制効果を把握するとともに、周辺の道路交通に与える影響などの課題について検証

することにより、本格実施の実現可能性を探ることを目的として、社会実験を実施する。 
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3月 21日（日） 12時～17時（小雨決行）  

 

＊アリスガーデンをはじめ、市中心部のライブハウスで開催されるライブサーキットイベント「ＭＵＳＩＣ ＣＵＢＥ 10」（3月 20日(土)・21日(日) 

広島テレビ放送㈱主催）の２日目と同時開催。 

 

○実施主体：まちなかホコテン社会実験実行委員会 

【構成員】〔委員〕広島市中央部商店街振興組合連合会、並木通り商店街振興組合、広島市中の棚商店街振興組合、袋町「裏通り」活性化委

員会、ＮＰＯ法人セトラひろしま、広島商工会議所、広島市（事務局） 

①並木通りエリア・・・・・ファッションショー「まちコレ」、こどもミュージカル、ストリートパフォーマンス（パントマ

イムなど）等 

②袋町「裏通り」エリア・・古本市、沿道店舗店頭での絵画作品展等 

③中の棚エリア・・・・・・高校生による太鼓パフォーマンス、こどもミュージカル等 

④袋町公園・・・・・・・・ハンドメイド雑貨販売、馬車試乗体験、アパレルファッション販売等  

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

ストリート・ファッションショー 「広島まちなかコレクション」 

時間：13：00～16：15   場所：並木通り 

主催者：広島まちなかコレクション実行委員会 

協力：小井手学園広島ファッションビジネス専門学校、広島ファッション専門学校、石田あさきトータルファッション専門

学校、文化服装学院広島校、STEREO RECORDS、うらぶくろ、NPO 法人セトラひろしま、㈱キャピタルコーポレーショ

ン、gallery G 

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

 

並木通りにレッドカーペットが！《並木通りホコテンステージ》 

【プログラム】 

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

12：20～12：50 

Show Time ①  こどもミュージカル『マイクラス・レガーロ~キッズボーカル』 

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

13：00～14：00 

広島まちなかコレクション①  Student style ̃ new generatioñ 

広島のファッション専門学校4校の有志生徒たちによるファッションショー。これからのファッション界を牽引する若者達

による新しいスタイル。 

＊広島ファッション専門学校/小井手学園広島ファッションビジネス専門学校/石田あさきトータルファッション専門学校/

文化服装学院広島校 

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

14：00～14：30  

Show Time ② 『ＩＳＯＬＡＴＥ』  今広島で注目の女性デュオ（ＡＨ！提供） 

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

14:30～15:00 

広島まちなかコレクション② Creator style ̃ expert craetioñ 

広島で活動、今後活動をしていくクリエイターたちによるファッションショー。モデルはSUETI（スエッティ）主催、 

広島のミス・ミスターコンテストのメンバー。クリエイターのキラリと光るセンスとミス・ミスター受賞者とのコラボ   

レーション。 

*まめのはハリアナ/bonne pomme/ANii/RinRin/Kurisumade 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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15:00～15:30   

Show Time ③ 『森恵』ライブ （ＡＨ！提供） 

シンガーソングライター。広島県出身。短大卒業後から本格的にシンガーソングライターを志し活動。この頃から口コミで

噂が広がり新聞、雑誌、ラジオ、TV 等で取り上げられ、森恵出演の TVCM（ふれあいホームタウン・みどりまち）が放送さ

れる。2009年3月Mini ALBUM「そばに」全国発売。 

現在、東京都内LIVE HOUSEにてプロモーション活動中。 

 

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

15：30～16：15 

広島まちなかコレクション③ Shop style ̃ral clothes̃ 

広島のアパレルショップによるファッションショー。幅広い世代に向けてショーを展開。モデルは広島在住の方々。ランウ

ェイを歩きます。 

*Bank（子供服・大人服）/ニュー（毛皮・ミセス服）/Lisu Lisu（レディースアパレル）/ハーモニー（フェアトレード）

/Rosee（レディースアパレル） 

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

袋町公園に馬車がやってくる！《袋町公園イベント》 

 

●袋町公園（11：00～17：00） 

◎子育て支援ブース（ＡＨ！提供） 

・子どもの遊び場（絵本の読み聞かせなど）  ・授乳室 

◎ママさんクラフト作家作品展示（ＡＨ！提供） 

◎広島まちなかコレクション・アパレルブース（10店舗位） 

◎馬車サービス 

 
 

その他 ＡＨ！提供のコンテンツ！（並木通り） 

 

◎《音楽遊撃隊》虹のレインボーズ（ＮＥＷチンドン・サイトスペシフィック系ディキシーバンド） 

◎ストリート系ミュージシャン、大道芸、ライブペインティングの路上ライブ 
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┏┓ 

┗■ 【３】Art Life Support Project 

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

Art Life Support Project  

サイトをご覧下さい！ 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。 

 

 
 

「ムーミン展」学芸員だけが知っている展覧会裏話 

講師：永井明生（広島県立美術館学芸員） 

2月16日から開催される「ムーミン展」について、広島県立美術館学芸員の永井さんをお招きしてお

話していただきます。 

ただ美術館に行くだけではわからない、展覧会の裏話などを交え楽しいお話とお茶で楽しんでいた

だいた後、すぐ目の前の県立美術館へ足を運んでいただければと思います。 

2月20日(土)   

15:00～16:00なすな恋にてトーク  

16:00～17:00美術館にて展覧会鑑賞  

2,000円（お茶とお菓子、ムーミン展チケット）  

定員20名 

 

ロートレック・コネクション展 

講師：渡辺純子（ひろしま美術館主任学芸員） 

2 月 13 日から開催される「ロートレック。コネクション展」について、ひろしま美術館主任学芸員の渡

辺さんをお招きしてお話していただきます。お茶とお菓子を戴きながら、19 世紀末のパリ、その時代

を生き抜いたロートレックと仲間そしてその時代のデザインについて、わかりやすく解説をしていた

だく予定です。 

是非ご参加ください！ 

3月5日(金)  18:00～  

会場未定  

2,500円（軽いお食事とチケット）  

定員20名  

 

春を愛でる～『桜 茶 会』 ～篠笛演奏とお茶のお点前 

《日本の叙情歌で想い出の引き出しをあけてみませんか》 

講師：篠笛演奏とお話し：梶川 純司 

    お茶のお点前：中井 宗長（茶道上田宗箇家元正教授） 

3月27日、早ければ桜開花のこの時期に、梶川さんの日本の叙情歌についてのお話と中井さんのお手
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前をいただきながら、縮景園内の明月亭で春を感じてみてはいかがでしょうか。是非、ご参加ください。 

3月27日(土)  14:00～15:30  

縮景園 内 『明月亭』  

広島市中区上幟町2-11 TEL (082)221-3620  

2,500円＋縮景園入場料250円（お茶と茶菓子付き）  

※縮景園入場料は、60才以上の方は無料です。  

定員20名  

 

 

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 

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

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
２月に入り、寒さもいちだんと厳しくなりました。袋町公園の花も寒気に耐えて、近づく春を待ちわびているようです。桜の

つぼみも膨らみ始めを探っているように見え、春の訪れも間近でしょう。美化活動も寒さに負けず、３００回目指して頑張り

ます。 

私事ですが、持病の治療で１月中旬より１０日間、手術入院し、お陰様で順調に快癒中です。ご心配をおかけしたみなさん、

ありがとうございました。各方面に迷惑かけたり、不義理をしたり、不自由で退屈な入院生活の中で改めて気づかされたのは、

支障無く過ごせた日常のありがたさです。ある程度の健康を保ってこそ、いろんな活動に参加できることを再確認した日々で

した。また、行く末も、後１０年前後かなと考えると、より一層、一日一日を大事にしなくてはとの思いを強くした、有意義

な時間でした。                                            （本山） 

■活動報告（１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（２月・３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 

２月→→４日、１８日、２５日  

３月→→４日、１１日、１８日、２５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 
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