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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
もう年の瀬ですね。１年が経つのが早い！ついこの前、同じようなことを書いたような気がします。皆さんはこの１年どん
な年だったでしょう？ セトラは事務所の移転もありまして、慌ただしく過ぎていったように思います。
本山さんの「地域環境プロジェクト」が広島市から「こいこいひろしま奨励賞」の表彰を受けました！「ゆかたできん祭」
「え
べっさん」そして袋町公園での美化活動が認められたものです。本山さんと毎回参加してもらう市民と企業ボランティアの
皆さんの活動には、本当に頭の下がる思いです。お祭りでは７年、袋町公園では２３８回の美化・清掃が続いています。
「継
続こそ力なり」と言われますが、これには大変な努力を伴います。本山さん、本当にご苦労様です！
先日、中央会さんからの依頼で石丸さんと二人で、竹原駅前商店街に「ＮＰＯを作るなら」をテーマに講師を務めて参りま
した。どこの商店街でも悩みは同じ。商店街を支える人材が不足しているのです。幸い広島市中心部にはセトラがあり、沢
山の皆さんに支えてもらっていますが、他の地方都市では人材を集めるだけでも一苦労だと思いました。ただ、商店街の中
に別のNPOの拠点や自由に使えそうなスペースなどがあったりして、うまくやれば可能性があるなと感じました。外から見る
と分かりやすいのかもしれません。我々も一度、客観的に外から見てみることが必要かもしれません。
どん詰まりの２８日(火)に、セトラ、文化会議、インディケット合同の「大忘年会」を開催します！まさに今年最後の年忘
れ！皆さん奮ってご参加下さい！食材を仕入れる関係がありますので、必ず事前にお申し込み下さい。
今年一年、大変お世話になりました。来年もセトラひろしまを何卒よろしくお願いします。
それでは、今年最後のセトラ通信をどうぞご覧下さい。
（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
└────────────────────────────────────────────────────
私は年に数回所用で東京にでかけます。用事をそこそこに済ますと、時間がある限り東京都内のおしゃれビル街や、横浜の
みなとみらい地区など歩き回り、街路樹、花壇、花コンテナ、ハンギングバスケット、ショッピングセンターの大吹き抜け
のロビーに置かれる観葉植物など、眺めてきます。
再開発した地区は、公開空地をたっぷり確保し、その土地植生の樹木を大量に植えつけています。銀座通りの歩道植え込み
にも、三角錐の形が美しい針葉樹の幼木が確実に育っていて、数十年後には大イルミネーションの通りが出現しそうです。
１００年の計を目指して植えた明治神宮表参道の街路樹はびょうびょうと伸びて、ビルの１０階オフイスでもきっと目の前
で葉の繁りを楽しめるはずです。街づくりの中に、緑景観、緑環境の創出に真剣な気持ちが注がれているのを訪れるたびに
感じます。
（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
・１１月１８日(木) 定期活動・アリスガ−デンの花壇等のメンテナンス １０：００〜１２：００
参加者：共同作業所あおぎり６名 共同作業所トムハウス３名 中電ボランティア４名 スタッフ６名 合計１９名
作業内容：①植え込み 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…）
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ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
今年も残り少なくなり、月日の経つ速さに驚きながら、気ぜわしくお過ごしのことと思います。今年１年振り返るに、今夏
の猛暑には泣かされました。しかしながら、会員の植物に対する強い愛情のお陰で何とか乗り切り、袋町小学校の児童たち
と植えたプラザ前のパンジーは大きく育ち、行きかう人を楽しませてくれています。色々な体験や勉強になった１年でした。
これを種にますます活発に活動出来る倶楽部になりたいと思います。この１年、倶楽部にご厚情いただいた皆様に感謝しつ
つ、来年も温かい目で見守って下さいますよう、お願い申しあげます。
■活動報告
☆１２月８日（水） 交流プラザ前のハンギング１８基植替え （ガーデンシクラメン１２基・ビオラ６基）
交流プラザ周辺の施肥・清掃
■活動予定
☆１月１２日（水） 大型コンテナ３基の植替え
☆２月 ９日（水） 交流プラザ周辺植物の手入れ・施肥など
━━* 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。

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

アリスガーデンガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！【ＲＥＰＯＲＴ】
[2010 年 11 月 19 日(金) Hiroshima Alice Garden]
ダマー映画祭 in ヒロシマ＆ＡＨ！連携イベント
“ダマー映画祭プレイベント”

まさに盛りだくさんの一日になりました。500 円からのワイン・ブースが非常に好評で、長蛇の列をつくるなか、ダマー
映画祭の昨年度入選映画が上映され始めます。行き交う人々は観客となり、興味深そうにスクリーンを見つめていました。
続くステージは、映画「少女たちの羅針盤」の短縮版がダマー映画祭 in ヒロシマで上映されるため、出演者である二組
のゲストをお迎えしてお送りすることとなりました。お一方は、山口県出身のシンガーソングライター、水本諭さん。そし
て、もう一組は広島が生んだロコドルの星、まなみのりさのみなさんです。まなみのりさのみなさんは、地元出身というこ
ともあり、リハーサル中からアリスガーデンの観客を釘付けにしていました。そしていざライブとなるともうアリスガーデ
ンは満員状態に。熱心なまなみのりさファンもかけつけていたようで、熱いステージとなりました。 （報告：近藤倫生）
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【イベントデータ】
日時：平成 22 年 11 月 19 日（金） 16：00〜20：00
共催・企画・制作：ダマー映画祭 in ヒロシマ実行委員会
●ステージ
●ブ−ス・コ−ナ−展開
17:00〜ダマー映画祭昨年度入選映画上映
・ワインコ−ナ−
・ＣＤ＆チケット販売コーナー
19:05〜水本諭ステージ
19:30〜まなみのりさステージ
……………………………………………………………………………………………………………………………

[2010 年 11 月 20 日(土) Hiroshima Alice Garden]
アリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！
ＡＨ！PRESENTS “Smile Ebis”

前日、賑わったアリスガーデン。つづく 20 日もえべっさんの真っ只中ということで、人の姿が絶えませんでした。そん
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な中、始まったステージは、
「子どもの権利条約のバースデーパーティー」
。こどもたちの愛らしいステージとなり、また、
子どもの権利条約に関する知識も学べる場となりました。
続くステージでは、修道大学の金管五重奏が、ジブリでおなじみの「トトロ」や「さんぽ」などの曲を演奏、会場を暖か
くしてくれました。
そして、ＡＨ! 常連のＹＵＩＣＨＩ氏による渾身のライブペインティング・Paddy Wagon と６pack によるにぎやかなス
テージ、さらに、実力派、ＭＡＳＡさんのライブとシェエラザードベリーダンススクールによる華やかなダンスへと続いて
ゆきます。
トリを飾ったのは、あおぞら子供神楽。
「悪狐伝」
「大江山」の二演目を披露し、ＡＨ！を完全にえべっさん色に染め上げ
ました。人々の盛り上がりもまさに最高潮。子供に始まり、子供に終わるそんなアリスガーデンの微笑ましい 1 日でした。
会場では愛媛県宇和島市による小さな四国フェアのブースも展開され、おいしいじゃこ天も販売されました。ブース近く
ではゆるキャラが人々に親しまれていたようです。
また、忘れてはならないのは、おそうじ隊の活躍。人が集まり盛り上がれば、ごみも増えますが、そんな環境を一変さて
くれたのが、クリーンアップ活動に尽力してくれたおそうじ隊の皆さんでした。遅くまで本当にお疲れ様でした。
（報告：近藤倫生）
【イベントデータ】
日時：平成 22 年 11 月 20 日(土) 11：00〜20：30
●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 広島修道大学吹奏楽団・金管五重奏
14:45〜15:00 Toki（ギター弾き語り）
15:30〜16:00 ライブペインティング By Blue lab．YUICHI
16:30〜17:10 Paddy Wagon (パディーワゴン)＋６pack
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 ＊演目：
「大江山」
「悪狐伝」
●ブース
・
「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
……………………………………………………………………………………………………………………………

[20１０年１２月４日 Hiroshima Alice Garden]
ＡＨ！SPECIAL EVENT
世界エイズデー 「レッドリボン キャンペーン in 広島」共催
“「ＡｉＤＳ 愛です！ ひろしま＠アリス」”
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この日のＡＨ！は、エイズデーとのコラボ。広島カープも協力しての啓発イベントが行われ、エイズに関するさまざまな
知識を学べる時間となりました。
ステージでは、ＡＨ！の特徴とも言える、弾き語り系のアーティストによる素晴らしいステージが続きます。そんな合間
に、まず観客の目を引いたのがアクターズスクールの MAMCA ちゃんによるステージ。中学生になったばかりとは思えない歌
声を披露してくれました。
また、山口市の観光ＰＲのため、
「大内のお殿様サンババージョン」も演じられました。踊るのは、着物姿の男女・明治
のバンカラを思わせる制服姿の青年。おもしろいステージになりました。同時に山口市観光ＰＲブースも展開され、二体の
ゆるキャラは、子供たちの格好の遊び相手になっていました。
特筆すべきは、最後に飛び入りで参加してくれた佐々木リョウさんの弾き語り。確かな実力を備えた魅力的な歌声は、気
温が低く寒かったアリスガーデンに確実に人々を呼び込み、そして釘付けにしていました。
（報告：近藤倫生）
【イベントデータ】
日時：平成 22 年 12 月４日(土) 11：00〜20：00
共催：広島市、広島県、社団法人広島県臨床検査技師会、特定非営利活動法人りょうちゃんず
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●ステージ
12:50〜13:00
13:15〜13:45
14:00〜15:00
15:15〜15:30
15:40〜16:00
16:15〜16:45
16:50〜17:00
17:15〜17:45
18:15〜18:45
18:45〜19:00

山口市観光ＰＲ「大内のお殿様サンババージョン」
MUPE（弾き語り）
広島カープ協力 HIV/AIDS 啓発ステージ・広島カープのスラィリー登場 司会：三浦ひろみ
MAMCA（vocal）
YUU(ジャグリング)
happy place（弾き語り）
山口市観光ＰＲ「大内のお殿様サンババージョン」
ZiIL from 静岡
中山聡吾（弾き語り）
佐々木リョウ（弾き語り）＊飛び入り友情出演

●ブース
・世界エイズデー 「レッドリボン キャンペーン in 広島」HIV/AIDS 啓発ブース
・山口市観光ＰＲブース
・
「ほそうで屋」
（フェアトレード商品）
・
「花の散歩道」
（リース・ガーデニンググッズ）
・広島マジックサークル【レア】
……………………………………………………………………………………………………………………………

次回のアリスガーデンパフォーマンス広場ＡＨ！

「ホコテン・アリス」
2011 年 3 月 12 日(土) 「まちなかホコテン」と連動開催！
＊「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。

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

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】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！

「中央公園こどものひろば」
《レポート》
広島市こども未来局から委託を受け 10 月 27 日・28 日に実施しました冒険遊び場、
その実験的な試みに、両日で、こども 415 名の参加がありました。
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《ブランコ遊び》

《木登り》

《落ち葉プール》

《タイヤブランコ空中遊泳》

《たき火》

《工作コーナー》

《リヤカー遊び》

アンケートによると、今回の冒険遊び場の試みに対しては「とても良かった」という意見が大勢を占め、定期開催・常設化
を望む声も多かった。子供が楽しそうにしていた旨の記述回答も非常に目立った。また参加した子供の数も当初予測より多い
くらいであり、広報活動も充分だったといえる。そうした面において冒険遊び場は成功を収めたと言える。しかし、親の子供
に対する介入という点においては、課題が残った感は否めない。今後は、冒険遊び場の主旨伝達の徹底がもとめられるものと
思われる。後は、いかに子育て世代の希望通り、定期開催・常設化に結びつけていくかが問題である。
（報告：近藤倫生）

【企画データ】
冒険遊び場「中央公園こどものひろば」〜ぼくらのアソビは無限大〜
日時：2010 年 11 月 27 日(土)・28 日(日)の 2 日展開 10:00〜16:00
場所：広島市中区中央公園芝生広場周辺
こども参加者：415 名
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
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┏┓
┗■ 【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。
……………………………………………………………………………………………………………………………

ひろしまギャラリー散歩
【ＲＥＰＯＲＴ】
ひろしまギャラリー散歩②中区 part.2
ギャラリー散歩第 2 弾。見慣れたひろしまの街がなんだか違う場所のような観光気分になれて新鮮、と大好評。ギャラリー
に入ったことのない方も含め、10 名の参加がありました。もちろんギャラリーでのお話も充実。各ギャラリーのオーナーや
展示中のアーティストにお話を聞けました。
■散歩日時：2010 年 12 月 11 日（土）11:00〜16:30
■散歩コンダクター：古谷可由（ひろしま美術館 学芸員）
■散歩ルート
ひろしま美術館→→ギャラリー一葉→ギャラリーヨコタ→ギャラリー718→Bar Swallow Tail→ギャラリーZERO→ギャラリーたむら→エ
ビデンギャラリー→旧日本銀行広島支店
□ひろしま美術館：常設展。古谷氏によるミュージアムトーク（テーマは「ドービニー」
）
。その後、美術館内喫茶店にてランチ
□ギャラリー一葉：陶芸作品
□ギャラリーヨコタ：修道大学美術部
□Bar Swallow Tail：写真展・休憩
□ギャラリーZERO：棚谷喬・勲遺作展
□エビデンギャラリー：刀川昇平展
□旧日本銀行広島支店：ヒロシマ・オー展

……………………………………………………………………………………………………………………………
ただ今、2011 年のプログラムを計画しています。ますますパワーアップした企画をご期待ください！
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）
……………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
“えべっさん”おそうじ隊活動も、お陰で無事に役目を果たすことができました。参加のみなさん、本当にありがとうござい
ました。今年は例年になく暖かくて、準備したストーブも使用しないままでした。そのせいか今年の人出は昨年の２倍近くの
こと、商店の売り上げ増加にもつながっていると良いですね。
今回のおそうじ隊参加者は厳しい就職状況のため、学生の参加は１名のみでしたが、新規に立町に事務所がある「プロミス株
式会社」の社員３名が参加してくれました。ゆかたできん祭にも参加を約束していただきましたので、更に充実した活動がで
きそうです。
落葉のこの季節、袋町公園は大量の落ち葉で、花壇のパンジーも、少々の放置ゴミも埋もれてしまっています。毎回の活動で、
９０L のゴミ袋２０枚程度を使用しますが、総量は何トンになるのでしようね？落ち葉に埋まった公園はとてもきれいで風情
があります。個人的はこのままの方が良いかなと思いつつ、複雑な気持ちで袋に詰め込み集積していますが、これも人数が多
いから出来ることだと、改めて参加メンバーに感謝です。
（本山）
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■活動報告（１１月）
●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計４回、ゴミ収集と除草を行いました。また、花壇にパンジーを植え込みました。
●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（１２月・１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
１２月→→２日、９日、１６日
１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！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「セトラ通信」編集部
〒730-0035 広島市中区本通 1-6 ミタキヤビル 4F
TEL：(082)545-7611 FAX：
（082）545-7612 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◇
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