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

暖かくはなりましたが風が強い日があったり不安定な天気が続いていますね。体調を崩しやすい季節です。ご注意下さい。 

延期になりました「セトラお花見」も７日(水)無事に決行できました。４０名近くの参加を頂きました。榊さんのサプライ

ズ・ライブもあり、おいしいお肉と、尾崎氏の周到な準備のお陰で大いに盛り上がりました！参加者の皆様、並木通りの女

子軍、ありがとうございました！ 

世の中は新年度となり、行政関係の皆さんの挨拶回りが続いております。セトラは９月が年度代わりなので関係ありません

が、やはり時間の流れを実感させられます。前年度から始まった試みや長年の懸案事項も、行政や警察の担当者次第という

側面もあります。「今年も良い人に当たりますように！」と祈るのみです。 

昨年１１月に開催しましたインディーズ文化の祭典「インディケット」のコンピレーションアルバム（ＣＤ）が先月発売さ

れました！ それを記念して楽座にて『レコ発ライブ』を３回シリーズで開催しました。各回とも力の入った演奏で好評を

頂きました。なお、ＣＤはセトラ事務局にて好評発売中ですので是非ともお問い合わせ下さい。 

セトラが事務局を努める『こども環境学会 2010年広島大会』が４月２３～２５日に、袋町交流プラザなどで開催されます。

小・中学生のお子様をお持ちの方は是非ともご参加下さい。アリスガーデンでも関連イベントを開催します。詳しくは本文

で。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 

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

３月２５日木曜日に、中区区政振興課の主催による、中区の公共花壇ボランテアチームの花の連絡会が開かれました。 

今回は、オーシャンブルーによる緑のカーテン作りを植物公園の技師の方から学びました。 

又、今真っ盛りに咲いている春の花の開花あと、この６月前後に植え込む夏の花のリスト確認などでした。 

各チームは、それぞれ公園、道路わき花壇、空地などと花壇づくりの場所は異なりますが、環境条件に合わせた草花栽培の

経験を確実に積み上げて、イザのときはコノハナを・・・ナンテ・・・裏技も磨きつつです。 

近くの公園の花壇づくりを新たに始めてみたいがどうしたらよいか・・・との質問も出ましたが、そんな時にはまずは中区

政振興課に声をかけてくれれば、バック支援をすぐしますよ・・・との返事です。 

中区内には、まだまだ緑と花の景観が欲しいと思っています。たった一画でも公共花壇は見た目以上にとても広いのです。

一人ではなかなかできません。地域住民のパワーで花壇が整備され、近所の輪が広がれば、と願います。           

（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 
３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：スタッフ５名   
作業内容：①花がら摘み、除草 

②かん水 
③清掃活動 

※全体に花が大きく咲き始めている。３月に入っても寒暖の差が大きく、みぞれの日もあり、全体的にこの春は天候不

順である。花壇全体を見るとゴミの投入もずっと少なくなり、美しさが維持されるようになってきていると実感して

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…） 
  

ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
 
花冷えとは言いがたい寒い夜が続きます。皆さん、今年は桜をめでる期間が長く、花見の席が多いのではないでしょうか？ 

ガーデナー倶楽部のメンバーにとって、待ちに待ったパワー全開の季節となりました。袋町交流プラザ前を彩る花苗の選定

に頭を抱えながらも、和気藹々弾む話し合いにウキウキしています。予算というずっしり圧し掛かる大きな雲を跳ね除ける

力を年々つけながら、いかにしてこの夏を乗り切るかを課題としてワンステップ腕に磨きをかけようと燃えています。私た

ちの肥やしとなる色々なご意見・ご感想をお寄せくださいますよう、ご協力お願いいたします。 

 

■活動報告 

☆３月１７日(水) １０：００～ （３月１０日、寒波襲来のため活動延期） 

      こげ鉢のヤブランの手入れ・パンジーの花がら摘み 

      平和大通り サークル花壇の手入れ 

      ハンギング 春夏花苗の選定 

■活動予定 

☆４月１４日(水) １０：００～ ハンギング１２基植え替え作業 

               <午後自由参加>「春の勉強会」  中央公園 グリーンフェア 

☆５月１９日(水) １０：００～ 午前／袋町小学校児童との共同作業・こげ鉢の植え替え 

                午後／サークル花壇の植え替え作業（予定） 

                                                           

━━* 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！ 

3/21出張AH!のレポート 

３／２１（日）の｢ＡＨ！｣  出張ＡＨ！ In 並木通り＆袋町公園 

 
３月21日は広島市主催の社会実験「まちなかホコテン」がおこなわれました。 

AH!は並木通り、袋町公園にて出張開催しました。 

 

並木通り北ステージは、ｍｕｐｅさん、板東圭一郎さん、虹のレインボーズさん、takahiroさん、happy placeさん、MENDER

さん、アコーディオン演奏などのパフォーマンスステージ、 

そして並木通り南ステージは、ＴＩＰ！エンターテイメントＫｉｄｓ、ＩＳＯＬＡＴＥさん、森 恵さんによるステージで

した。 
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写真は左から虹のレインボーズさん、ISOLATEさんです。 

 

ブースは、並木通りと袋町公園で 

Black Cat＆his fellowsさん、高橋由季さん、yuccaさん、Kuboさん、こどもコーナー（遊び場授乳室・オムツ替えコーナ

ー）ハンドメイド作品展示ブース、サゴタニ牛乳ブース・明星食品ブース・【セグウェイ】体験コーナー 

など、バラエティ豊かなブースが展開されました。 

 

 

 

   
 

そのほか、まちなかホコテンではファッションショーや馬車などもやってきて、とても盛り上がった一日でした。 

 

 

 

 

 

ご来場いただきありがとうございました！（報告：梶田良花） 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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次回のAH!は、4月24日！  

通常通りアリスガーデンでの開催です。皆様のご来場をお待ちしております  

 

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“ アリスにこども神楽あらわる！ 

2010年4月２4日(土) Hiroshima Alice Garden 

 

■企画・制作：AH！STATION 

■協 賛：ステージユニオン広島 

■協   力： NPO法人あおぞら子供神楽・こども環境学会2010年大会（広島） 

■企 画 内 容： 

●ステージ：  

13：00～14：00 広島きらきら母交響楽団・室内アンサンブル 

14：00～14：30 けん玉パフォーマンス＆ワークショップ 

14：40～15：10 ギター演奏他 予定 

15：40～17：10 子ども神楽「NPO法人あおぞら子供神楽」 

17：30～18：00 ライブペインティング by Blue lab. 

18：10～18：40 板東圭一郎（弾き語り） 

18：50～19：20 藤田ヨウヘイ（弾き語り） 

 

あおぞら子供神楽 『 紅葉狩 』より 

 

＊ＮＰＯ法人あおぞら子供神楽：安佐南区川内を拠点として神楽をこどもたちに継承させていく活動を行っている。 
この度は２演目を披露。 

●ブース・コーナー 

・けん玉パフォーマンス＆ワークショップ   ・ライブペインティング（Blue lab.） 

 

 

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/  
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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』 好評開催！ 

◎レポート 

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 3 回シリーズが好

評開催されました。 

 

●第一回目 

３／１８(木) 場所：ライヴ楽座  

出演は、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！  

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！！ 

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 

     

オールスターズ                橘髙 優士                 Ｆｒｅｅ Ｆａｃｅ 

●第二回目 

４／１(木)  場所：ライヴ楽座 

出演はINDIKET2009でベストテクニック賞受賞のうずら、ベストアーティスティック賞受賞の鮪(まぐろ)。両者とも力量の

ある実力派である。「うずら」の感動的なバラードの熱唱、「鮪(まぐろ）)」の現代の浄瑠璃ともいえる朗唱は、詩的な世界

に観客を誘い、広島出身のしちりき奏者、三浦元則さんも加わり、満員の会場は大いに盛り上がった。 
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うずら                  鮪(まぐろ) 

●第三回目  

４／１０(土) 場所：ライヴ楽座  

出演は、自身の打ち込みに合わせて熱唱するhappy place、ストレートに真摯に歌にメッセージを込める萌恵、アーバンテ

イストのハイセンスな歌を聴かせるホロボシと、観客を飽きさせないライブとなった。偶然入場した観客もＣＤを買うなど

若いアーティストたちにエールを送っていた。 

 

   

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』 
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『ものづくりのインスピレーション』  講師：岡本友紀（鍛冶屋）×長束晃（写真家） 

 

多方面でご活躍中の女鍛冶屋、岡本友紀さんに「ものづくりのインスピレーション」についてお聞きします。広告ディレクターで写真家の

長束晃さんに数点撮影していただき、それを皆さんと見ながらトークショーをしていただきます。 
好きな「ものづくり」だけをして生計をたてる。ものづくりが好きな方には少なからず夢である生活をされている岡本さんと、写真をテー

マに色々な活動をされている長束さんのトークショーにご期待ください。 

4月28日(水)   19:00～21:00  

Restaurant&Bar JOULE（ジュール）  

広島市中区袋町9-4 TEL (082)244-8855  

3,500円（1プレート＋1ドリンク）   定員20名 （予約、定員に達し、募集締切－御礼） 

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） 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』～いよいよ開催です！ 

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。 

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 

ＷＥＢ http://www.sense-of-children.com 
■たくさんのプログラムの中、ここでは、セトラひろしまに特に縁のある二つの企画をご案内します。 

食育ＮＰＯ法人ワンピース・プレゼンツ～こども環境学会『わんぱく料理教室』 

●日時：４月２４（土曜日）１５：３０（１５：００受付）～１７：３０ 

●場所：袋町小学校家庭科教室 

●講師：堀越 千歳 

●参加者：小学校３年生以上（低学年は保護者同伴） 

●定員：２４名様 

●参加費：１０００円（税込み） 

●申し込み方法：メールにてお送り下さい。  『georgea.nn@n.vodafone.ne.jp』 

タイトルに『わんぱく料理教室申し込み』と記入頂き、 

住所、氏名、年齢、電話番号をお知らせ下さい。 
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●お問い合わせ：０９０ー１３５０ー７８１９（事務局：中山まで） 

●期限：４月２０日（火曜日）までにお送り下さい。 

☆特別Gセレクション 

『広島子供の家展～戦後のこども建築～』 

◎こども環境学会広島大会との連動企画。ひろしまにおける戦後のこどもたちのための建築と、ひろしまという環境のなか

で生きるこどもたちの姿を紹介するギャラリーGの企画展覧会。丹下健三による「広島子供の家（旧広島市児童図書館）」、

広島で被爆後初めて生まれた文化施設である「児童文化会館」、戦後のひろしまを生きるこどもた  

ちの姿など、写真で紹介します。 

 

●会期 ： ４月２０日（火）～２５日（日）     

●時間 ： １１：００～２０：００（最終日は１7:0０まで） 

●会場 ： ギャラリーG 

●入場 ： 無料 

●関連イベント ： 20日18:00～１９：００ トークショー 錦織亮雄氏（新広島設計代表取締役会長）による「こども

の世界、戦後ひろしま」、同日１９：００～オープニングパーティ（軽食とワインをご用意しています）：どちらも参加自

由！ぜひご参加ください！ 

●主催 ： NPO法人 アートプラットホームG 

┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
３月は雨のサイクルにはまって、３回中止となりました。４月の第１週も雨で中止。８日は、ほぼ１ヶ月ぶりの活動でした。

お陰で花壇にも雑草がしっかりはびこっていて、パンジーも埋もれていました。 公園の桜は今が一番の見頃です。７日、セ

トラの花見会、グッと冷え込んだけど、とても楽しい集いでした。翌日は好天に恵まれ、美化活動の後、メンバーと桜を眺め

ながら、お茶会で楽しみました。                                     （本山） 

■活動報告（３月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡雨で３回中止となり、活動は１回でした。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１回行いました。 

■活動予定（４月・５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 

４月→→１日、 ８日、１５日、２２日  

５月→→６日、１３日、２０日、２７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！ 
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