
 1 

066号2010.11 

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

先月は総会月だったため「セトラ通信」をお休みさせて頂きました。申し訳ありませんでした。お陰様で無事に第８期通常

総会を終えることができました。ありがとうございました。 

前期の決算は見かけ上は黒字なのですが、仕掛かり事業の収入のみが計上されて支出が入っていないので、実際は赤字です。

しかし、当初の見込みに比べると軽微で、これは「こども環境学会」の事務局業務やその他の事業を積極的に請け負ったこ

とが功を奏しています。石丸副理事長、お疲れ様です。 

また「INDIKET 2010」も成功裏のうちに終了しました。新たな若手スタッフも加わり、参加者も勧誘ではなく、向こうから

の応募が大半を占めるようになったことで恒例イベントとして定着してきたことが分かります。そしてRCCさんのネット中継

も継続して頂き、中心部からの文化発信に一役買っていると確信しています。 

そして、腹の立つことが一つ。今年も恒例の「えべっさん」が１９・２０日に開催され、セトラでも「ＡＨ！」と「おそう

じ隊」で協力しました。曜日が良かったこともあり、今年は昨年の倍の人出があり「こども神楽」や「夜神楽」が大勢の方

に楽しんで頂いて喜んでいたところ、２２日付けの中国新聞に「アリスガーデン近辺はゴミと吸い殻だらけ、夜中に数十名

が騒いで、楽しめる雰囲気でなかった」という主旨の記事が載りました。これは祭り終了後の１１時から午前１時までの２

時間のそれも限定された場所だけのことを、あたかも祭り全体のことのように書いた、正確さに欠ける心のない一方的な記

事でした。商店街や警察の努力、そしておそうじ隊ボランティアの心を踏みにじる許せない行為です。 

※実際には、２０日は本山さん率いるおそうじ隊がアリスガーデンを一斉清掃し、中振連では１９・２０日の午後１１時に

業者による清掃をしています。また、露天商組合も夜中に清掃しています。 

ただちに中国新聞に強く抗議をしました所、マイナスばかりを書いたことは認め、プラス面を再度記事することを約束しま

したが、もしもまたあのような記事が載るようなことがあれば、私は今後一切、中国新聞の取材には協力しません！ 

最後は明るい話題を！２６～２８日に福屋上の新しい映画館・八丁座をメイン会場として「ダマー映画祭inヒロシマ」が開

催されました。そのオープニングとして金座街路上に約８０ｍの「レッドカーペット」が敷かれ俳優や監督たちが歩きまし

た。これは快挙です！ 中心部で消えかけた映画の灯が再び点り、映画文化で広島市が活性化することを願っています。 

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 

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

アリスガーデンの花の手入をしていて、このごろ気になることがあります。アマリ良い＜ハナシ＞ではありません。実は、

ここ１年ほど、花が咲いているコンテナの中に、＜吐物＞を多く見かけるようになりました。タバコの吸殻や、飲料水の残

骸は減ってきていたのに、残念なことです。察するに、人間、吐き気を模様したら無意識に植物の陰を利用するのでしょう。

そんなハナシを飲食関連の方に話したら、＜それは最近飲み放題の店が増えてきたからだ！＞と言います。ナルホド・・・

欲しい以上に、飲める限り飲んで・・どうしようもなくなった状況に陥ったのか！当然そこの場所の植物は枯れたり弱った

りします。街の中の植栽のひとつの姿です。                       （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 
・９月１６日(木) 定期活動・アリスガ－デンの花壇等のメンテナンス 
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１０:００～１２:００ 
参加者：共同作業所あおぎり１名 共同作業所トムハウス４名 中電ボランティア２名 スタッフ４名 合計１１名 
作業内容：①剪定（シマトネリコ）、除草、手入れ ②かん水 ③清掃活動 
・１０月１４日(木) 壁面緑化撤去作業 
１０：００～１３：００ 
 参加者：スタッフ３名 
作業内容：①壁面ネットの撤去作業 ②植え込み（ビオラ80p） ③除草、追肥 ④かん水 ⑤清掃活動 

  ・１０月２１日(木) 定期活動・アリスガ－デンの花壇等のメンテナンス 
   参加者：共同作業所あおぎり３名 共同作業所トムハウス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：植え込み（アリッサム40p） ②除草、追肥 ③かん水 ④清掃活動 
 ■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 
 
澄み渡る空を見上げながら、今夏の暑さが街路樹に残した傷跡を、誰もが気付かれていることと思います。一昔前は、夕方

から夜にかけて街路樹の灌水作業があちこち行われていて、暑かった一日が癒されて心地よかったことを思い出しながら、

枯れて色の変わった木々の多さに胸を痛めております。倶楽部メンバーも、来る１１月に実施されるビッグイベント「袋町 

小学校児童との花育活動」の為のパンジー種まきが思った以上に発芽・生育せず、ガックリしております。今夏の暑さは私

たちに、いろいろな課題を与えてくれました。これをバネに一歩前進できるよう、新たな気持ちで頑張ろうと思います。交

流プラザ前にパンジーがデビューの折には、「ああ～心痛め育てたパンジーだ！よくぞここまで育った！」としみじみ眺めて

下さいますようお願いいたします。 

 

いつになったら涼しくなるだろうと思ったのもつかの間、あっという間に寒～い季節へ突入！紅葉も急ピッチで進んでおり

ます。皆様、体調崩されておられませんか？カレンダーも残すところあと１枚！気ぜわしい思いに駆られるのは、歳をとっ

た証拠でしょうか！？さて、ガーデナー倶楽部は、来る１１月１７日にメインイベント「袋町小学校の児童との花育活動」

を実施いたします。今夏の暑さに耐え育ったパンジーのデビューです。交流プラザ前が華やぐこととでしょう。乞うご期

待！！ 

 

■活動報告 

☆９月２９日(水)  追加活動 

    パンジーのポットあげ 

交流プラザ前のデザインコンテナ４基の植替え 花苗：ナデシコ 

交流プラザ前の花に液肥やり 

☆１０月１３日(水) 交流プラザ前周辺の手入れ・施肥作業 

     サークル花壇のパンジーの注文色の決定（３色：白・淡青・黄） 

■活動予定 

  ☆１１月１７日(水)  袋町小学校児童との花育作業（午前）花苗：パンジー 
   サークル花壇の植替え作業（午後） 花苗：パンジー 

  ☆１２月 ８日(水)  新年を迎ええるにあたり、交流プラザ周辺の手入れ・施肥・大掃除 
 
                                                                                                                                                                                                                                

━━* 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） 
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┏┓ 

┗■ 【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。 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
１０月のＡＨ！は、INDIKETでお休みでした 

 

2010年11月19日(金)“ダマー映画祭プレイベント”、11月20日(土)“Smile Ebis”です！ 

 

ダマー映画祭 in ヒロシマ連携イベント 

ＡＨ！PRESENTS “ダマー映画祭プレイベント” 

2010年11月19日(金) Hiroshima Alice Garden 

■日時：平成22年11月19日（金） 16：00～20：00 

■場所：中区アリスガーデン 

■主催：アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会・ダマー映画祭 in ヒロシマ実行委員会 

■企画・制作：ダマー映画祭 in ヒロシマ実行委員会 

■協賛：ステージユニオン広島他 

●ステージ 

17:00～ダマー映画祭昨年度入選映画上映 

19:05～水本諭ステージ 

19:30～まなみのりさステージ 

●ブース・コーナー展開 

・ワインコーナー 

・ＣＤ＆チケット販売コーナー 

 

ＡＨ！PRESENTS “Smile Ebis” 

2010年11月20日(土) Hiroshima Alice Garden 

■日時：平成22年11月20日(土) 11：00～20：30 

■場所：中区アリスガーデン 

●ステージ 

12:00～13:30 「子どもの権利条約のバースデーパーティー」 

14:00～14:30 大学吹奏楽団 

14:45～15:00 Toki 

15:30～16:00 Blue lab．ライブペインティング 

16:30～17:10 Paddy Wagon (パディーワゴン) 

17:30～18:10 ＭＡＳＡ＆ベリーダンススクール"シェエラザード"  

19:00～20:30 「ＮＰＯ法人あおぞら子供神楽」 

＊プログラム・出演時間は変更の場合があります。 

●ブース・コーナー展開  

・「アリスアート」（広島インディーズ・アーティストによる作品展示） 

・宇和島市観光ブース・「小さな四国」推進協議会（じゃこ天販売他） 

◎子育て応援コーナー（11:00～15:00)  

・おっぱい・おむつコーナー 

・遊んでいきんちゃいコーナー 

・手作りおもちゃ（きょうりゅうのたまご、糸でんわ、紙ひこうき）ワークショップ 

＊協力：広島文教女子大学パパママ応援団｢ぶんこ｣他 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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】インディケットひろしま２０１０ NOW 

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

広島インディーズの祭典！ 

INDIKET HIROSHIMA 2010 
インディケットとは「インディーズ」と「マーケット」を組み合わせた新しい造語。広島のインディーズ・カルチャーを知

るには必見のイベント!! 

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

10月16日・17日開催 INDIKET HIROSHIMA 2010のレポート 

今年の INDIKETは、両日ともに天候に恵まれました。そんな中、昨年を大幅に超える96名ものインディケッター達が集
合、にぎやかにその個性を発揮してくれました。16日には、焼きパスタの配布もあり長蛇の列!! そしていつものインディ
ケットと違うのは、なんと言ってもUstreamでの全世界配信があったことです。インディケットもいよいよ世界的祭りに？
……と、新たな可能性を感じさせる2日間になりました。 
 

インディケット2日間の様子を紹介します。 

  
オープニング                アコースティックライブ 

  
             バンド系ライブ                    アート系ライブ 

  
パフォーマンス系ライブ               パフォーマンス系ライブ 
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            インスト系バンドライブ                アートブースの紹介 

  
               アートブースの様子                       観客の様子 

  
              グランドフィナーレ                グランドフィナーレ 
思わぬハプニングもありました。MCのアシスタントが2日目に確保できないと言うハプニングです。これは、前日に渾身
の歌声を聞かせてくれたうずらさんに、アシスタントをお願いすることで解決しました。雨降って地固まる!! というわけ
で、うずらさん、まるでアナウンサーのような名アシスタントぶりでした。 
さて、数多くのインディケッター達の中から厳正なる審査を経て、各賞を受賞したのは次のアーティスト達!! 
・ベストインディケット賞 Free Face 
・RCC賞         Free Face 
・ベストオーディエンス賞 Free Face 
・ベストテクニック賞   うずら 
・ベストクリエイティブ賞 オールスターズ 
・ベストパフォーマンス賞 YUU 
・アートオーディエンス賞 KAME 
・皆勤賞         KAME 
受賞者は以上ですが、このほかにも、個性的な面々が揃っていました。音楽部門では、高い可能性を感じさせたFairy days、

パフォーマンス部門では、受賞候補にも挙がった、とっしゃん、アート部門では、来客を積極的に取り込んでいたCLANなどな

ど非常に多彩でした。 (報告：近藤倫生) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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インディケットひろしま２０１０！の詳細は、公式サイトをご覧ください！ 

PC：http://www.rcc.net/indiket/ 

 Mobile：http://www.rcc.net/indiket/m/ 

 

 

 
┏┓ 
┗■ 【４】Field of Tomorrow － Art Depot 
 └───────────────────────────────────────────────  
紙屋町のビルの空きスペースを有効利用したさまざまな文化コンテンツの発信が行われるアートアクション。 

それはさまざまなコンテンツがセッションするジャンル越境型のArt Depot（文化集配場）。 

それは次代の広島の文化ムーブメントを語る広場です！ 

新たな市民文化創造の場 

 「明日の広場」 

未来文化の集配場 

ビルの空きスペースに仮設オープン 

明日のための模擬イベント～交差する小さな物語と大きな物語 

私たちは、新たな市民文化創造の場－「明日の広場」を広島の地に願うものです。 

この度、模擬イベントとして本文化行動を行うことで、広島の明日の文化について市民的議論の契機となればと願っており

ます。                                         （広島文化会議準備会） 

『明日の広場』とは 

広島の地に、世界につながるような新たな市民文化創造の場を創出し、様々な活力ある魅力的な活動を展開し「明日の文化」

を築くことを目指します。旧広島市民球場跡地に想定される市民広場は、まさに「明日の広場」として、この活動の拠点と

して中心的な役割を果たすことを提案します。 
『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、世界への発信を行い

ます。―広島での新たな市民文化創造の場として― 

【『明日の広場』が目指す３つのプロジェクト】 

 ① グローバルな文化・芸術祭の開催 

   ◎地球文化イベント＝『世界芸術祭（仮称）』開催プロジェクト 

 ② 旧広島市民球場跡地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 

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

10月23日・24日開催 Art Depotのレポート 

Yoshimillionwonderのkiyoさんの呼びかけもあり、とてつもないメンバーが勢揃い!! 空前絶後のイベントになりました。

23日は、2部構成のプラネットフェスティバル、THE PLANET FESTIVAL BANDがまさに迫真のステージ!! 第1部は和楽器を

交えた即興的な音詩。榊先生の渾身の演奏と石丸氏のフルートのコラボ、そこから三浦氏の篳篥も登場、三浦氏の演奏と和

な衣装は、観客の目と耳を大いに楽しませたようです。第2部は、奇跡のメンバーによる即興の360°音感空間が展開され、

ダンサーの李氏がそのただ中へ現れて踊るパフォーマンスをみせてくれました。途中からは、第 1 部のメンバーも参加し、

演奏のテンションは増すばかり。VJ moto 氏の作り出す映像も始終ビルの空き空間という特異な空間を演出。すべてが個性

を発揮して珠玉の時間・究極の空間となったようです。 

Art Depot2日間の様子を紹介します。 
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           プレアクト 明日の広場について          榊先生と石丸氏のコラボ 

   

           第2部 360°音感空間                 第1部のメンバーも参加 

  

奇跡のメンバーを集めたkiyo氏 音感空間のただ中で踊る李氏 

  

      二日目の様子 緊張を感じさせないハロータロー 二日目の様子 美音異星人と中島由美子氏 
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                藤堂氏 ライブペインティング  ゴトウイズミ＋アコーディオン 

  

ボーナスタイム2               投げ銭タイム 

 

二日目にも、多才な面々が揃いました。まさに「極彩色異星表現市場」といった感じ。YUICHI氏が白熱したライブペイント

を繰り広げると、つづく JAMa-z は独特の民俗楽器パフォーマンスを展開、アサラトをはじめとした普段お目にかかれない

楽器が登場しました。続く井本氏は真剣かつ一途そのもののギター。さらに見事なコラボレーションを見せた藤堂氏の頼婦

ペインティングと松崎純一氏のサックス＋マツザキメグミ氏のシタールは異世界を作り上げました。最後は、美音異星人か

ら中島由美子氏そしてゴトウイズミ＋アコーディオンへとそれぞれの独特の世界が絡まりながら、流れるように進んでいく

展開。観客の目をひきつけ、おどろかせ、とろけさせる時間が過ぎました。（報告：近藤倫生） 

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

 
 
 

┏┓ 

┗■ 【５】まちなか－子育て支援＆こどもイキイキ環境づくりプロジェクト 

 └─────────────────────────────────────────────── 
冒険遊び場づくりモデル事業 ＊セトラひろしまがコーディネートしています！（現在企画進行中・こうご期待！） 

冒険遊び場２日だけのオープン！ 

ぼくらは遊びを取りもどす！ 

「中央公園こどものひろば」 
 

巨大穴掘り・砂山・木登り・たき火・落ち葉プール・どろんこ遊び‥自由！ 

未体験ゾーン‥遊びはそこにある！ 

遊び場解放区開設！ 
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■日時：2010年11月27日(土)・28日(日)の2日展開 10:00～16:00 

■場所：中区中央公園西エリア 

■主催：広島市こども未来局・中央公園冒険遊び場づくり連絡協議会 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【６】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』 

講座参加受付中！ 
ものづくりのインスピレ－ション☆ワ－クショップ編☆ 

『木のスプ－ンをつくろう！』 
講師：齋藤 正明 

１２月１９日(日) 15:00～17:30 

場所：5feet cafe（中区東白島町12-20-1F ） 

参加費：２５００円（材料費・デザ－ト・ドリンク含む） 

定員：１５名 

 

あらかじめ用意した木地を、すべて手作業で削り、講師の先生の指導のもと、木のスプーンを製作していきます。 

出来上がったら、自分でつくったスプーンで、「5feet cafe」の特製デザートを食べながらのカフェタイム！ 

 

問い合わせ：０８２－５４５－７６１１（NPO法人セトラひろしま内） 

０８２－２１１－３２６０（NPO法人アートプラットホームG） 

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

┗■ 【７】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
袋町公園の花壇に明るい黄色のパンジーを植えました。 今回もガーデナー倶楽部のみなさんの指導で総勢２２名、わいわい

と楽しく植え付けしました。 厳しい夏より３ヶ月近く、花の無い花壇が、いっぺんに明るくなったように思えます。  

ここの所、花壇に犬猫の糞が多くなって悪臭がしたり、花を踏みつけたり、と困ってしまいます。 ペットを飼う人のマナー

向上を図る良い方法はないのかな？                                   （本山） 

 

■活動報告（１０月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡ 活動は計４回、ゴミの収集、除草を行いました。 



 10 

●道の里親制度➡➡➡➡➡➡➡ 袋町公園周辺市道の清掃活動を４回行いました。 

 

■活動予定（１１月・１２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 

１１月→→４日、１１日、１８日、２５日 

１２月→→２日、９日、１６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◇ 


