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

暖かくなったと思ったら、急に雪が降ったり突風が吹いたり、何かおかしい天気が続いておりますが、そろそろお花見の頃、

春らしい気候になることを願っております。 

２１日に初めての「まちなかホコテン」社会実験が実施されました。並木通り、中の棚、袋町裏通りが「ひろしま春まつり」

の終了から約１０年ぶりの歩行者天国となりました。いゃー、久々のホコテンと並木通りに敷かれたレッドカーペットに感

動してしまいました！アキハバラ塾生の山下ミカさんが実行委員長を務めた「広島まちなかコレクション」通称まちコレと

題したファッションショーも大成功！ 最初セトラの事務所で山下さんと話した時は本当に出来るのか半信半疑でしたが、

彼女のバイタリティは大したもので、多くの人達を巻き込んで立派なイベントに仕立てました。セトラや青年部でイベント

を始めたときの原点を見た気がしました。こういう人が活躍することが広島の元気に繋がります。サポートしたいですね。 

もう一つ特筆したいのが広島市道路交通局道路企画課の職員さん達の熱意と頑張りです。私も多くの職員さんと接してきま

したが、共同集配の社会実験も含めて、今のこの課の人材はベスト３に入りますね。これも広島を元気にする原動力になり

ます。市役所もこんな人たちで一杯だったらいいのに．．． 

さて、毎年恒例のセトラのお肉食べ放題の楽し～～い「お花見」を袋町公園で３月３１日(水)に開催します。食材買い出し

の都合もありますので、お早めに申し込みをお願いします。なお開始が１８時３０分と夜に掛かり気温がさがりますので、

十分に防寒対策をお願いします。「広島文化会議」との合同です。多くのご参加をお待ちしておりま～す！ 

それでは今月もセトラ通信をじっくりお読み下さい。 

（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 

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

平和大通りをいつもジョギングするという熟年男性が、「この数年、平和通りの花壇の花がとてもよく咲いていて、走りなが

ら眺めるのが楽しみになっている」と、話しました。 

花壇の花が最も痛む晩夏の頃も、この２～３年マリーゴールドが見事に咲き誇り、良く管理されているなと見受けられます。

この冬はパンジーや、ハボタンが、整然と並んで美しい都市景観のひとつを作っています。 

もうひとつ、私がオススメするのは千田通りのコンテナ花壇です。春の花各種をミックスで植えつけて、色とりどりカラフ

ルでとてもかわいらしい。お世話する住民の方の優しさが見えます。             （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 
２月１８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：あおぎり５名、トムハウス７名、中電ボランティア２名、スタッフ５名 合計１９名 
作業内容：①花がら摘み、除草 

②追肥、かん水 
③清掃活動 

※厳寒の続く中、作業所さんからたくさんの参加があった。 
 本年は暖冬の予感に反して寒い日・曇天の日が多く、パンジ－、ビオラ等も小ぶりであるが、地下で根は確実に生育

していると思う。 
ノ－スポ－ル、パンジ－、ビオラ等の花々は、どこの花壇でもあるが、確実にこの地の気候に適した花苗の育生が見

込まれるので、大切に丈夫に管理して行きたい。 

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 
 
平和大通りの櫻の花がちらほら咲いているのを見て、春の訪れに胸弾ませておりますが、長雨だったり、寒暖の差が激しい

今年の櫻は、私たちにどんな花模様を見せてくれるのでしょうか？お花見が待ち遠しい今日この頃です 

■活動報告 
☆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」 

<第１部>  ハンギングデモンストレーション 
       <第２部>  園芸クイズ＆解説・茶話会 

■活動予定 

☆３月１０日(水) １０：００～ 袋町交流プラザ前集合 

定例活動 

               ヤブランの手入れをメイン作業 

サークル花壇の整理 

４月植え替え花苗の話し合い・決定 

☆４月１４日(水) １０：００～ 袋町交流プラザ前集合 

                定例活動 

                春の花の植え替え作業 
 

                                                                                                                       

━━* 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！の最新情報は、ＡＨ！公式ブログ・「AH!情報局」をご覧ください！ 

3月のAH! 

春一番！３月２１日(日) 「まちなかホコテン」にエントリー！並木通りの歩行者天国、袋町公園での出張開催でした。 

「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、社会実験を実施しました。 

●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） 
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①並木通りエリア：ファッションショー「まちコレ」、子どもたちによる歌やダンス、ストリートパフォーマンス等 

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、子どもたちによる歌やダンス等 

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  

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

３／２１（日）の｢ＡＨ！｣  出張ＡＨ！ In 並木通り＆袋町公園 

■イベント・データ ＊画像記録など詳しいレポートは次号通信をご覧下さい。 

３月21日、広島市主催の社会実験「まちなかホコテン」でアリスガーデンパフォーマンス広場｢ＡＨ！｣が出張して、 

★袋町公園でブース展開、★並木通りでストリート・ライブ展開をしました。 

 

●ホコテン並木通り北小ステージ（12:25～16:15） 

出演：ｍｕｐｅ、mender、板東圭一郎、虹のレインボーズ、野口美紀（アコーデオン）、takahiro、happy place 

●辻音楽：虹のレインボーズ（サイコディキシーバンド）、野口美紀（アコーデオン） 

●ホコテン並木通りブース  

・Black Cat＆his fellows（アート展示） 

・高橋由季 yucca. （アート展示） 

・Kubo（アート展示） 

・パフォーマンスブース（menderほか） 

●ホコテン並木南ステージ 

・12：30～ 『ＴＩＰ！エンターテイメント Ｋｉｄｓ』 によるエンターテイメント ＳＨＯＷ！ 

・13：45～ ＩＳＯＬＡＴＥ  

・15：00～ 森 恵 

●袋町公園１１：００～１７：００ 

・子どもの遊び場：絵本の読み聞かせなど 

・ハンドメイド作品展示ブース 

・サゴタニ牛乳ブース（サゴタニ牛乳の『子育て応援牛乳』、手作りバター教室、アレンジメント・ブーケ） 

・明星食品ブース  （「明星究麺」の無料提供） 

・【セグウェイ】体験コーナー 

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

次回のAH!は、4月24日！  

こども環境学会広島大会と連動して開催します！！ 

“アリス・こども親子広場（仮称） 

2010年4月２4日(土) 11:0０～20:00  Hiroshima Alice Garden 

 
■協力：NPO法人ワンピース・NPO法人あおぞら子供神楽・こども環境学会2010年大会（広島） 

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 

■企 画 内 容： 

●ステージ： 

12:00～「親子パフォーマンス広場」 

＊広島きらきら母交響楽団・室内アンサンブル+こどもパフォーマンス 

15:40～子ども神楽「ＮＰＯ法人あおぞら子供神楽」 

17:00～広島インディーズによるライブやライブペインティング 

●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（幼児向けの遊び場） 

・おっぱい・おむつコーナー（授乳室） 

●ブース・コーナー 

・ママさんクラフト作家ブース 

・ライブペインティング出展ほか 
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┏┓ 

┗■ 【３】INDIKET NOW 

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

＊AH!の姉妹イベントであり、広島インディーズの祭典である「インディケット」の情報です。 

 

■INDIKET'08'09コンピレーションアルバム 発売！ 

ＩＮＤＩＫＥＴ'08'09出演アーティストによるコンピレーションアルバムが3/18(木)発売されました！ 

 

 

このアルバムは、INDIKET'08 '09参加の音楽系アーティスト中から、選りすぐりのアーティストによるオリジナル曲、10

曲をパッケージ。   

【収録曲一覧】 

1.きっと、もっと。/うずら 

2.時空通話/橘髙優士 

3.紅い花/鮪 

4.From here/Free Face 

5.ハイビスカス/アコースティックインストデュオ さらさ 

6.いつか きっと/ホロボシ 

7.クレイジーおじさんクレイジーおばさん/オールスターズ 

8.おやすみ。/萌恵 

9.空 ～encore ver.～/happy place 

10.More＆So！/Mバンド 

定価 ¥￥1,000（税込）  ご購入希望の方はインディケット事務局へ！ →   

 

■INDIKET'08'09 コンピレーションアルバム 『レコ発ライブ』 開催のご案内 

ＩＮＤＩＫＥＴ'08'09出演アーティストによるコンピレーションアルバム発売にあわせてレコ発ライブをご案内します。広

島インディーズの祭典である「インディケット」参加のアーティストの演奏を一度に聴けるチャンスです！ 

皆様のお越しをお待ちしておりますｍ(＿ ＿)ｍ 

 

●第一回目 

CDの発売日である、3/18(木)に開催！！（開催済） 

出演者は：INDIKET'06'08'09で人気投票ナンバー１を獲得し、圧倒的人気を誇るボーカルデュオ 

Ｆｒｅｅ Ｆａｃｅ！！！昨年のINDIKETで見事ベストインディケット賞（グランプリ）を獲得した実力を持つ 

橘髙 優士！！！そして、参加者最年少であり今後の活躍に大期待、最も勢いのある3ピースバンド～オールスターズ！！！

以上の3組がそれぞれのパフォーマンスを披露し、大好評でした 

 

●第二回目 

４／１(木) ２０：００開演 ￥１,０００（ワンドリンク付き） 
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場所：ライヴ楽座  

出演：うずら、鮪(まぐろ） 

 

●第三回目 

４／１０(土) ２０：００開演 ￥１,０００（ワンドリンク付き） 

場所：ライヴ楽座  

出演：happy place、萌恵、ホロボシ  

 

詳しくは：http://www.indiket.net/ 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】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」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。 

 

『まちなかArt&Eat』 
 

 

春を愛でる～『桜 茶 会』 ～篠笛演奏とお茶のお点前 

日本叙情歌考 《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 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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┏┓ 

┗■ 【５】こどものための伝統文化教室 NOW 

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

「キッズいけばなクラス」、「こどものための伝統文化教室」合同展示発表会をご案内します。 

 

花を楽しむ   音とあそぶ 『花まつり』 

一般親子の体験を歓迎します。 

４月４日 (日) １２時～１７時      広島市まちづくり市民交流プラザ ４階ギャラリー 

《メニュー》    

 12時～  オープン(体験ワークショップ 受付開始） 

 13時～  『体験ワークショップ』 

        いけばな・お琴・フルート・ギターなど 

        *ワークショップ体験フリーパス：500円  

 15時～  『ミニコンサート』 

         生徒によるステージフラワー制作と琴演奏 

        【ゲスト】 ギター：平山 けんじ  

               ケーナ＆フルート：石丸 良道 

      『コラボレーション』 

        みんなで一緒に楽器で遊ぼう！ 

 

主 催：NPO法人セトラひろしま（キッズいけばなクラス・こどものための伝統文化教室） 

後 援：中国新聞文化センター 

講 師：生け花/竹澤 和（草月流師範会理事・いけばなインターナショナル会員） 

     お 琴/榊記彌栄（沢井箏曲院教授） 

お問い合せ：NPO法人セトラひろしま 電話：０８２－５４５－７６１１ 

 

 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【６】こども環境学会2010年大会（広島） NOW 

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

セトラひろしまが広島事務局を担当しています『こども環境学会2010 年大会（広島』～この4月開催です！ 

こども環境学会2010大会（広島）「感性のこどもたちＳense ｏf Ｃhildren」 

子どもたちの感性を育む環境に焦点を当てて議論、作品展も‥ 

 

 「子どもたちは大人が想像する以上に生活環境をはぐくむ生活者としていろいろな感じ方をしていて、さらに、生活環境

に働きかけ、表現者でもある」という観点から、こども環境を「からだ―ばしょ」「はぐくむ―みがく」の２つの軸で考え、

国内外から集まった研究者や実践者が子どもたちの感性を育む環境に焦点を当ててシンポジウムや講演、分科会、ワーク 

ショップなどを行います。 
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国際シンポジウムは「こどもにやさしいまちづくり～こどもが参加できるまち～」と「平和を創る子どもの感性と力～広島

からのメッセージ」、特別講演は建築家、伊東豊雄さんの「けんちくとこども」。「アートな感性」「空間の体験」「平和への

感性」「感じる手」の４つのテーマで分科会、ワークショップ、ギャラリーなどを開催し、提言につなげていきます。 

広島市民は無料なので、気軽に参加してみてはいかがでしょうか？ 

 

時 4月23日（金）～25日（日） 

所 平和記念資料館東館地下・メモリアルホール、まちづくり市民交流プラザ、袋町小、旧日本銀行広島支店など 

￥ 広島市民は無料、一般6000円（３日間共通、当日6500円）、学生3000円（３日間共通、当日3500円）、障害者・子ど

も無料 

問 こども境学会2010大会（広島）実行委員会事務局 ℡（545）7611   

Ｅ-mail children＠cetra.jp 

ＷＥＢ http://www.sense-of-children.com 
 

 

 

┏┓ 

┗■ 【７】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
■活動報告（２月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡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行いました。 

■活動予定（３月・４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 

３月→→４日、１１日、１８日、２５日 

４月→→１日、 ８日、１５日、２２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.        
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆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 
 http://www.chushinren.jp/ 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Save the earth 
http://pr.mail.yahoo.co.jp/ondanka/  ━◇ＮＰＯ法人セトラひろしま◇ 


