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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
まず、東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）にて亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共に、現在も困難な生活を送
っておられる被災者の皆様、そのご家族、ご友人に謹んでお見舞い申し上げます。
３月１１日のちょうどその時間に、中振連役員と広島商工会議所・新会頭、役員とで旧市民球場跡地関連の懇談会をしてお
りました。帰ってきて驚いた次第です。その後も次々に伝わる惨状に、唯々心を痛めるばかりでした。そして間の悪いこと
に次の日が『まちなかホコテン』の当日だったのです。補助金を使っている関係で中止するわけにも行かず、レッドカーペ
ットやファンファーレなどを取りやめて、関係各所にお願いして、急遽、義援金募集をいたしました。その結果、約１５万
円ほど集まりまして、広島市より日本赤十字社に送られることになりました。
中振連でも１５日の理事会にて、中振連傘下のお店、約３００店舗に「義援金箱」を設置することを決定しました。
現在、箱を製作中で、このメルマガが配信される頃にはお店のレジ横に置いてあることと思います。是非ともご協力を
お願いします。
今後も「ＡＨ！」や「ゆかたできん祭」などのイベントでも義援金募集をしたいのですが、道路上や公園、広場では法律上
の制約があります。まちなかホコテンでは広島市が主催者だったので、比較的スムーズに実行できたのですが、民間のイベ
ントでは簡単にはいきません。現在調整中です。なんとか方法を見つけたいと思っております。
義援金以外でも我々にできることがないか、皆様からのアイデアをお寄せ下さい。よろしくお願いします。それでは今月も
「セトラ通信」をご覧下さい。
（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１１日の大地震のニュースの中の住人の言葉にハッとしました。
沖から白波を立てて迫ってくる津波に気がつかなかったと言います。
それは津波を食い止めるため浜辺に沿って細長く植林した防潮松林が、海の眺望を消してしまっていたからです。
よしと思って植えた木が思わぬ結果をもたらしたのです。
＜よしと思って＞公園や道路の花壇の手入れをにしつつも、どこかで思わぬことを起こしているかも知れない。ソンナこと
もあるだろうことを心の隅に持っておこう・・・と思ったところです。
大震災からの復興を確信しています。この防潮松林も、ホンノ・ほんの・・少し、津波の力を弱めるというその役目をして
くれたはずです。
（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１７日(木) 定期活動・アリスガ−デンの花壇等のメンテナンス 雨天の為中止
・２月２１日(月) 補植、剪定、除草、追肥等 ８：３０〜１１：００ スタッフ３名
中央オブジェのエッジまわりの芝は踏み固まり、枯れた状態なので、これを全て抜き取り、タマリュウに植え替える
予定。
■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
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どなたでもボランティア自由参加です。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…）
☆アリスガ−デン：毎週月曜日 ８：３０〜１０：３０ スタッフによる花の手入れなど
ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
いつまでも寒い日が続き、春は来るのだろうかと思いながら、花壇を覗きチューリップの芽を見つけた時、春がそこまで来
ているんだと胸がはずんできます。昨夏から今冬は、花の育成について色々勉強させられました。思うように成長しないこ
とに哀しい思いをしたり、思いがけずに花をつけて喜ばせてくれたり、倶楽部を通してたくさんの経験と喜びを与えてくれ
る小さな花たちに感謝です。早いもので、もうフラワーフェスティバルの話が出る頃となりました。
さりげなく、華やかにドレスアップしたいものです。
■活動報告
☆３月 ９日（水）
交流プラザ前の花柄摘み・水やり
春の花の植替え 花苗の話し合い（３種）
落語で楽しもう会
■活動予定
☆４月２７日（水）
フラワーフェスティバルに向けての交流プラザ前の手入れ
☆５月１８日（予定） 袋町小学校児童との花育活動

━━* 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。

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

アリスガーデンパフォーマンス広場ＡＨ！ 3 月！ 「ホコテン・アリス」 【REPORT】
2011 年 3 月 12 日(土)

11：00〜19：30 「まちなかホコテン 2011」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。

はじめに、このたびの東北関東大震災でお亡くなりになられた方々のご冥福を謹んでお祈りいたします。また被災さ
れた方々に、心よりお見舞いを申し上げます。

今回の「まちなかホコテン」は、被災者支援を志して開催されました。当日は、中の棚商店街・並木通り・アリスガ
ーデン・袋町公園の会場各所において、義援金が集められ、「まちなかホコテン」の構成メンバーである、NPO法人セ
トラひろしまも義援活動の一翼を担いました。
たくさんの方のご協力によって、最終的に157,440円に達した義援金は、去る3月15日に、日本赤十字社に届けられて
います。今後は、その全額が被災者・被災地域のために役立てられることになります。
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今回の AH!、先頭は中央通商店街による「大声大会 オラボーで」
。参加者からは被災者を応援する、叫びが数多く
発せられました。まちなかでボランティア活動にも参加してくださっている、広島女学院大学あやめ祭実行委員会の
メンバーも応援にきてくれました。
続く「こどもサムルノリ団」は、韓国の伝統楽器を演奏しているグループ。こどもたちの真剣な姿に、道行く人た
ちも目を引かれて、観客席へと足を運んでいました。
そして、AH!常連の mupe さん。今回も彼女独特のハートフルな歌声で、会場をなごやかな雰囲気に。緊張気味の
トークには、観客から声援が飛んでいました。また、mupe さんは、AH！に、ニューフェイスとなる放浪兎さんを連
れてきてくれ、コラボレーション。AH！から羽ばたこうとするアーティストがまた増えました。
続く二組、trunk のお二人と、藤田麻衣子さんは、東京からのゲスト。震災で「自粛ムード」が漂う中、難しい決
断をし、厳しい交通事情を乗り越えてまで、ここ広島にまでやって来てくださいました。
まず、trunk のお二人。大阪出身ながら、かつては、金座街で活動されるなど広島とは縁のある方々。一度はプロ
デビューもされていただけに、確かな実力を備え、その歌声でアリスガーデンの観客を魅了していました。また、多
くのファンも駆けつけていたようでした。
藤田麻衣子さんは、現在、全国でフリーライブを展開中のシンガーソングライター。インディーズオリコンチャー
トでも 1 位を獲得し続けていらっしゃいます。今回の AH!のステージがはじめての広島。やさしい歌詞をその透き通
った歌声に乗せて披露し、おおいに人々の心を暖めてくださいました。被災者を精一杯に応援しようという真心のこ
もったライブでした。ステージ終了後の握手会には長い長い行列ができていました。
トリは、ここ広島の若手実力派シンガーソングライター、佐々木リョウさん。彼もまた、今回の大震災に心を痛め
る一人として、温もりあふれる歌声を届けてくれました。その実力と魂の宿ったステージを目の当たりにして、通り
すがりの人も熱心な聴衆に。
こちらもステージ終了後には CD を求める人が列をつくっていましたが、
リョウさんは、
その売り上げを義援金として寄付してくださいました。
もちろん AH!は、音楽だけではありません。今回は広島マジックサークル【レア】から二人のマジシャンも参加、
さらに昨年のインディケットにも登場してアリスガーデンを盛り上げていた大道芸人れもんさんもパフォーマンスを
披露、人だかりをつくっていました。また、当日参加のクラウさんによる「可動マネキン」には行き交う人々も興味
津々の様子でした。パフォーマー同士、交流する姿もありました。
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そんな中、ほほえましい光景も。bluelab.プロデュースによる「楽描きコーナー」には、こどもたちが入代わり立
ち代りで、思い思いの絵を描き、大人たちもそんなちいさな画伯たちの活躍になごんでいました。しかしある意味、
このコーナーを一番使い尽くしていたのは、ライブ前の mupe さんかもしれません。養生シートにまで「楽描き」して
YUICHI さんを驚かせていました。
そのほかにも、並木通り南ステージで開催された「まちコレ」に関連するブースや、広島市が今月からはじめた「の
りんさいくる」のブースも展開され、人々の足をとめていました。
なお、AH!では、今後も大震災の被災者支援のため、継続して義援金を集めていく予定です。何卒、ご協力よろし
くお願いいたします。
（報告：近藤倫生）
【イベントデータ】
●ステージ
13：00〜「大声大会オラボーで 親子で参加しよう！」
（主催：広島中央通商店街振興組合）
15：00〜 こどもサムルノリ団
15：45〜 mupe（弾き語り）
16：30〜 放浪兎（弾き語り）
17：15〜 トランク trunk
18：00〜 藤田麻衣子
18：45〜 佐々木リョウ
●ブース・コーナー展開
・
「まちコレ」ファッションクリエーターブース
・公共交通を親子で体験ブース
□ 袋町公園出張ブース
・
「袋町公園子育て支援ブース」
（11：00〜16：00）
協力：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・
・
「袋町公園ママさんクラフト作家展」
（11：00〜16：00）
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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/

………………………………………………………………………………………………………………
歩行者天国社会実験「まちなかホコテン2011」について
■日
時 平成23年(2011年)3月12日（土） 12時〜18時
■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）
〔オブザーバー〕 広島県警察
■実施場所：並木通り、中の棚、袋町公園、広島市西新天地公共広場（アリスガーデン）
■イベント内容
場

所

イベント

並木通りエリア

ファッションショー、親子似顔絵体験、子どもたちによる歌とダンス、子ども太鼓パフ
ォーマンス

中の棚エリア

子どもたちによる歌とダンス、子どもたちによる韓国の伝統楽器の演奏、子ども太鼓パ
フォーマンス
親子乗り物体験（ミニ電車、馬車）、親子Ｔシャツ作り体験、子育て支援ブース、飲食
販売（Ｂ級グルメ）

袋町公園
広島市西新天地公共広場

アリスガーデンパフォーマンス広場事業ＡＨ！、親子で参加する大声大会「オラボー
で」、子どもたちによる韓国の伝統楽器の演奏、環境にやさしい公共交通のＰＲブース
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……………………………………………………………………………………………………………………………

ＡＨ！平成 23 年度、4 月からパワーアップしてお目見え！新しいコンセプトとコンテンツご期待ください！
● Indiket の日常展開版という考え方で、ＡＨ！をアーティストの積極的なプロモーションイベントにします。
またこれまでの Indiket で高い評価を受けたアーティストが登場します。
● 「スト魂」 など、若手アーティストのプロデュースによるライブステージの新シリーズが始まります。
● 「アリス・ファースト・チャンス（仮称）
」など、新人アーティストが参加できるチャンスを作ります。
（7 月頃から）
● Usteram 中継や twitter を活用した広報を積極的に展開します。
……………………………………………………………………………………………………………………………

次回のアリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！
2011 年 4 月 16 日(土) アリスガーデン
●ステージ
14:00〜 mupe（ギター弾き語り）
15:00〜 ライブペインティング by blue lab. YUICHI
16:00〜 うずら（キーボード弾き語り）
＊新シリーズ 「インディケット」で高い評価を受けたアーティストが毎回登場します。
17:00〜

「スト魂」

＊ 新シリーズ・・・・シンガーソングライター佐々木リョウが担当する新コーナー。
毎回90分のステージに、多彩なミュージシャンが参加し、歌にメッセージに広島ストリート魂をぶつける。

《スト魂フラッグ！》

19:00〜 kiyo×masm nu mission
*kiyo(drums)とmasm(sax)による新たなミッション
【アーティスト紹介】
☆mupe
むぺという。石ころや風や草原のでてくる歌が多い。パルコ正面玄関からまっすぐのアーケード、金座街で、金曜日夜、歌っ
ている。
☆blue lab. YUICHI
広島市出身。アートパフォーマンス集団Blue lab.代表。広島県内を中心に展示や、各種イベントでのライブペイント、壁画
制作、ボディペイントを行っている。2010年からBlue lab．KIDSを立ち上げ、ショッピングモール等で子ども達が自由に表現
できる場を提供している。
☆うずら
竹原市出身。キーボードの弾き語りで広島県内で活動中。詩の伝わりやすさを重視した楽曲作りをしている。
☆佐々木リョウ
おはようからおやすみまで、あなたのココロに安らぎを。をモットーに広島から全国へ音楽を発信中の佐々木リョウ。小６の
時、友達がかっこよくギターを弾いている姿を見るやいなや実家にあった親父のクラシックギターにかぶりつく。時は流れて
２２歳。音楽と付き合って１０年が経った。３年間の東京時代を経て、地元広島を拠点に全国各地を夜行バスか青春18切符で
駆け巡る。音楽=旅=人生の方程式により、よりリアルな音楽を作り続ける。
☆kiyo×masm nu mission
kiyo(drums)と masm(sax)による新たなミッション。2 人とも、母艦=yoshimillon wonder のクルー。今回は 2 名にて母艦を
飛び出し、より微細な宇宙の変動を探る調査を行なう。
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┏┓
┗■ 【３】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
このところ、東日本の大災害がみんなの一番の関心事ですが、私も３１年前、仙台に８年弱住んでいて、宮城県沖地震を経験
しました。今回震災に遭った地域もほとんどが一度は足を踏み入れたところなので、テレビに映し出される荒涼とした景色は
全く信じられない思いです。被災者の苦難の状況も痛切に感じられます。まだ、連絡のとれない友人、知人の無事を祈るのみ
です。
震災の翌日、広島市主催の社会実験“まちなかホコテン”イベントが開かれ、大勢の人々で賑わいました。“Ｂ級グルメ”
ブースが設置された袋町公園は、特に人出が多く子育てブースも大勢の子どもたちで溢れ、スタッフの女子学生も大忙しで充
実した活動になったようです。
大災害直後のイベントなので、個人的には中止した方が良いのでは、と思いつつ、スタッフとして参加させてもらいましたが、
石丸さんの抜群の対応で“被災地応援イベント”として、看板や募金箱を各所に設置したり、若いスタッフが首にぶら下げて
募金して廻ったりで十数万円が集まったとのことです。実際の行動でお金を集め、被災者のお役に立てるのは、とても良いこ
とです。感傷にひたるのみでなく、行動することの大切さを思い知らされました。また、若い人たちが積極的に寄金してくれ
たことに驚きと頼もしさを感じた、充実した一日でした。
（本山）
■活動報告（２月）
●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計３回、ゴミ収集と除草を行いました。
●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。
■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→→３日、１０日、１７日、２４日 ★３１日は休止します
４月→→７日、１４日、２１日、２８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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