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

フラワーフェスティバルが始まると同時に突然、初夏になってしまいましたね。それまでの寒さが嘘のようです。皆様Ｇ

Ｗはどのように過ごされましたか？ 今年はどこも凄い人出だったようですね。 

セトラでは「こども環境学会」も成功裏に終了し、ＦＦ期間中のＡＨ！もなかなか良い雰囲気のうちに無事に終えること

ができました。今年前半の山は越えたようです。６月の「ゆかたできん祭」の「おそうじ隊」を残すのみです。５月のＡＨ！

もそうだったのですが、これからは「こども広場」の回数が減ることになりました。担当してもらっているボランティアの

人たちが他で忙しくなりまして、ＡＨ！などへの毎回参加が難しくなったのです。「ゆかたできん祭」の「こども広場」も中

止となりました。また新たな子育て支援策を模索したいと思っています。何か良いアイデアがありましたらお知らせ下さい。 

私を含む8名の委員で検討されていた旧市民球場跡地の「賑わいづくり研究会」の最終的なとりまとめが出来ました。 

右を参照して下さい。→ http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1266892311215/ 

先日たまたまネットで見つけたブログにおかしな事が書いてありました。「セトラの若狭さんは元々球場解体反対派だったの

に、突然賛成派になった。怪しい」と。これは大きな間違いです。私は球場解体に反対したことは一度もありません、むし

ろ推進派です。中振連の提案でも最初から球場解体が前提になっています。問題なのは、広島市が選考案を無理矢理通そう

としたところに、経済界(商店街)、市民または市議会の意見がぶつかって混迷したこと。しかし、この三者の合意がかろう

じて取れそうなのが「イベント広場」案なのです。これがベストであるとは思いません。球場を残して活用する案にも一理

あるとは思います。しかし三者が好き勝手なことを言っていては前に進みません。そうしているうちにあそこは廃墟になっ

てしまいます。当面はイベント広場として大いに賑わいづくりに活用し、時が来れば別の活用法を見いだせば良いでは？ 

もしかしたらセトラの事務所を移転するかもしれません。今期は財政がピンチで、家賃を補助している私と石丸氏もピン

チなので、なんとか固定費用を軽減したいと思っていたところに、金座街商店街と広島シティカードとで協同で部屋を借り

ないかとの提案があったのです。広い会議室や物置部屋を確保でき、しかも家賃が２／３に軽減できるのです！ ただし、

場所が中の棚の辺りになりますので、今までとは少し勝手が変わります。9 月頃を予定しております。まだ完全に決定では

ないので皆様のご意見もお聞かせ下さい。 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 

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

いつもアリスガーデンの花の手入をサポートしてくださっているＮＰＯ法人トムハウスさんは南区東雲に作業所がありま

す。トムソーヤのように冒険心と夢をもってとの意味を込めています。 

昨年から約３０坪の土地で野菜の苗作りに取り組み始めたというニュースに接しました。荒れた土地を耕しキュウリ、ナス、

トマトなどの夏野菜を作り、近所に販売するまでになったそうです。 

私の家と近くなので、この夏は自転車で乗り付けて新鮮野菜を手に入れたく思っています。 

トムハウスさんの野菜づくりをオウエンシマス。                      （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 
４月１５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３名、トムハウス６名、中電ボランティア２名、スタッフ５名 合計１６名 
作業内容：①花がら摘み、除草  ②かん水  ③清掃活動 
※４月８日(木)にガザニアを補植、４月２８日(水)にシマトネリコ３基分の鉢土の入替作業。 
※春の花が今さかりと咲いて、アリスガ－デンに美しい景観を出している。 

セ ト ラ 通 信 
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■活動予定 

 ○定期活動 
☆アリスガ－デン：毎月第３木曜日 集合９：４５～１２：００ ★少雨・実施しています。 
  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 
 
待ちわびていたゴールデンウィークもアッ！と言う間に過ぎ去り、カレンダーを見ては休日が７月まで無いことにがっくり

しています。今年のフラワーフェスティバルは、珍しく３日間好天気に恵まれ、にぎわいました。サークル花壇の花もフェ

スティバルに備えて手入れをして、行きかう人のめを楽しませてくれたことと思います。 

今月は、ソーシャルガーデナーのビッグイベント「袋町小学校２年生との共同活動」を実施いたします。パンジーからイン

パチェンスの花へと変わります。夏に向けて交流プラザの前もまた違った色模様を展開されます。お楽しみください。 

■活動報告 

☆４月１４日(水) １０：００～  交流プラザ前ハンギング１８基の植え替え 

                インパチェンス（９株）      １２基 

                インパチェンス＋アイビー     ６基 

                サークル花壇の手入れ 

            交流プラザ前こげ鉢・デザインコンテナーの手入れ 

☆４月２８日(水) １０：００～   サ－クル花壇の手入れ 

■活動予定 

☆５月１９日(水) １０：００～   袋町小学校２年生との共同作業 

                  子どもたちのエネルギーを受けませんか？サポーターを募集しています！ 

☆６月 ９日(水)                 デザインコンテナの植え替え作業 
☆未定                      サークル花壇の植え替え作業 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

━━* 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!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！ 

4月、5月のAH！の記録 

 

《4月24日のAH!！》 

こども環境学会2010年大会（広島）連動企画  

アリスガーデンパフォーマンス広場AH!  

 AH! Presents 「アリス・こども親子広場」 
こども神楽やママさんオーケストラ、アコースティックライブなど、楽しいイベントになりました。 
 

■イベントデータ 

□タイトル：こども環境学会2010年大会（広島）連動企画  “アリス・こども親子広場“ 

□日時：平成２２年４月２４日(土) 11：00～19:20  □天候：晴れ  □観客動員数：5000人 
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□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～広島きらきら母交響楽団・室内アンサンブル 

14：00～けん玉パフォーマンス＆ワークショップ 

 

14：40～平山けんじ（ギター演奏） 

15：40～子ども神楽「ＮＰＯ法人あおぞら子

供神楽」 演目：悪狐払・瀧夜叉姫 

17：30～ライブペインティング by Blue lab. 

18：10～板東圭一郎（弾き語り） 

18：50～藤田洋平withシュウ  

○ブース 

・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.） 

 

 

 

 

 

 

 

《５月3日・4日・5日のAH! 》 

アリスガーデンパフォーマンス広場AH!  AH! Presents "ALICE KIDS" 

 

一年に一度の三日連続開催です。こどもたちによるパフォーマンスやライブなど、バラエティに富んだステージ内容で、 

連休ということもあり、たくさんの人に足を運んでもらうことができました。 

たくさんのご来場本当にありがとうございました！！ 

 

■イベントデータ 

【3日】 

□天候：晴れ □観客動員数：800人 

16:30～17:00  チャーリーダンススタジオ・ダンスステージ  
 

【4日】 

□天候：晴れ □観客動員数：7500人 
 

○ステージ 13:15～18:30 

13:15～ライブペイントby『Blue lab.』 

14:10～アーキーオーケストラ 

15:00～happy place 

16:00～チャーリーダンススタジオ・ダンスステージ 

17:50～藤田洋平（弾き語り） 

18:00～森 恵（弾き語り） 

○ブース 

・glass MatunoHa  

・grinte 
 

【5日】 

□天候：晴れ □観客動員数：8000人 

○ステージ 

12:00～平山けんじ～ギターと鍵盤のデュオ 

13:30～広島ジュニアマリンバアンサンブル 



 4 

14:50～エルコンボ・デラパス 

15:30～おっくん（弾き語り） 

16:10～高原大司郎（弾き語り） 

16:50～RIKO（弾き語り） 

17:30～18:00 森 恵（弾き語り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、次回は7/18(日)に開催します。皆様のお越しをお待ちしております  

（報告：梶田良花） 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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/ 

 

 

┏┓ 

┗■ 【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'10   

2010年 10月 16日（土）・17日（日） 

開催決定！ 

＊INDIKET'08'09コンピレーションアルバム 好評発売中！ 
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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！ →   

 

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』 

 

『Casa do Fado - Fadoの調べ-』 

演奏・唄：中村ヨシミツ×香川有美 
 

中村ヨシミツさんと香川有美さんをお招きして、「Fadoの調べ」を開催いたします。 

「運命・宿命」という意味を持つポルトガル民謡Fadoを心ゆくまでお楽しみ下さい。 

 

開催日：5月21日(金)  19:00～21:00 

会 場：M's GROWN（エムズ・グロォウン） 広島市中区中町2-22-BF TEL (082)541-5258 

会 費：4,000円（1プレート＋1ドリンク。追加ドリンクは500円） 

定 員：定員50名程度 

 

【プロフィール】 

中村ヨシミツ（ギター・作曲） 

さまざまなジャンルのアーティストとの即興演奏をかさね、独自の世界を創り出して、海外でも活躍している。 

98年「夢幻…六弦は無限に夢幻…（特別企画・阿木燿子の世界～幻～作詞・阿木燿子／作曲・中村ヨシミツ）」（35周年記念公演）。 

アウシュビッツへ送られた子供たちの「テレジン／もう蝶々はいらない」（作・野村路子／作曲・中村ヨシミツ）は、ライフワーク 

として全国各地で公演。2001年9月チェコ共和国テレジン市で招待公演。今年'09舞台活動46周年目になる。 

2000年7月 CDアルバム「魂のギター／中村ヨシミツ"夢幻"」 



 6 

2005年夏 ヨシミツ作曲業CD「紫陽花／歌・三原ミユキ」 

香川有美（唄） 

第11回「全日本シャンソンコンクール準優勝」。88年LIVE・INNライブ作家・中島梓と共に日比谷公会堂ラテンフェスティバルに 

出演。94年"村田大"演出の芝居「新宿オペラ」に出演。99年中島梓と共に日中文化交流協会主催の中国ライブコンサートに出演。 

テレビ東京「エバーグリーンミュージック」 「パミリオン・プレジャー・ナイト」に出演するなど全国で公演している。 

◎まちなかArt&Eat REPORT 
（アートプラットフォームG 機関誌 AGより） 

 

 

 

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ました‥ 

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

全国各地からの多くの参加者を迎え、すばらしい大会だったと評価を受けました。 

こども、大人のボランティア・スタッフのみなさん感謝いたします！！ 

 

参加者大人 633 講師・講演者・ボランティアスタッフ大人 219 

参加者こども 131 スタッフこども 34 

参加者数 合計 764 スタッフ合計 253 

エクスカーション参加者合計 55 報道 合計 16 

 

   
《国際シンポジウム・秋葉市長挨拶》    《国際シンポジウム・会場風景》     《ミュンヘン市子ども代理特別専門官Jana Fraedrichさん》 

 

        

《受付風景》                              《建築家、伊東豊雄さんのワークショップ「こどもたちの平和公園」》 

 

       

《ワークショップ「森をつくろう」》                   《ワークショップ 「からだで平和を表そう」》 
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《ワークショップ・「わんぱく料理教室」》 《分科会「遊美学」》 《Children×Museum×Media「みのまわりのおいたち」/旧日本銀行広島支店》 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
袋町町内会の美化活動組織“清朝会” （代表：和菓子の多津瀬 世良さん）が、高齢化とメンバーの減少により、２１年間

続けてこられた活動を３月末で停止されました。今後は我々の活動に不定期で参加してくれることになりました。長い間、本

当にごくろうさまでした。 

昨秋に植えた被爆アオギリが、芽吹きを目前に無残にも抜かれてしまいました。心ない人がいるものです。植えた場所が悪か

ったかなと反省点もありました。                                     （本山） 

■活動報告（４月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計３回、花壇の手入れやゴミの収集、清掃を行いました。 

●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。 

●並木通り美化活動➡➡➡ ソーシャルガーデナー倶楽部のみなさんと、ロータリー花壇の花の植え替えを行いました。 

■活動予定（５月・６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 

５月→→１３日、２０日、２７日   

６月→→１０日、１７日、２４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：  
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