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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
今月の一言
梅雨の合間の晴間はありがたいのですが、すでに真夏の気温になりつつあります。カミさんは「布団が干せる！」と喜んで
．
．暑いです。
おりますが．
今年の「ゆかたできん祭（とうかさん）
」は好天にも恵まれ、昨年よりも２千人増の３５４,
」は好天にも恵まれ、昨年よりも２千人増の３５４,０００人の市民に楽しんで頂き
ました。袋町公園の「ハイボール・ガーデン」も大盛況で、新市長もご満悦のご様子で、関係各団体にも好評でした。そし
ました。袋町公園の「ハイボール・ガーデン」も大盛況で、新市長もご満悦のご様子で、関係各団体にも好評でした。そし
て本山隊長率いる「おそうじ隊」にも沢山のボランティアの皆さんに参加して頂きました。この場を借りてお礼を申し上げ
ます。ありがとうございました！ 終了後、県警東署に挨拶に行きますと、署長さんが開口一番「いいお祭りになりました
のう。親子連れも増えて、うちには苦情が一件もなかった！」と言って下さいました。私には涙が出るほどうれしい言葉で
あり、この９年簡の苦労が報われる思いでした。
しかし！ そんな中に冷や水をかけるような中国新聞の記事が掲載されました（６月７日朝刊２１面）
。アリスガーデンに
そんな中に冷や水をかけるような中国新聞の記事が掲載されました（６月７日朝刊２１面）
夜中の１時・２時に集まる若者のマナーの悪さだけを取り上げて、あたかも祭り全体が悪いかのような書きぶりは、昨年の
「えべっさん」の時と同じ。さらに今回は、その責任は実行委員会と広島市にあるかのような書き方で、しかもその取材は
デタラメだったのです。これには私も堪忍袋の緒が切れまして各方面から厳重に抗議をいたしました。結果、報道部長が謝
罪に来ましたので今回は勘弁しましたが、もう次回も同じような記事が出たら、私はもうイベントから手を引きます。
我々がなぜイベントをやっているか、前回のコメントにも書きましたように「広島市の悪いイメージを払拭して、祭りを
我々がなぜイベントをやっているか、前回のコメントにも書きましたように「広島市の悪いイメージを払拭して、祭りを
安心して楽しんでもらう」ためなのです。それがあのような記事のお陰ですべての苦労が水の泡なのです。おそうじ隊の皆
さんの努力も無駄になってしまいます。これだけは絶対に許せないのです。どうぞ
さんの努力も無駄になってしまいます。これだけは絶対に許せないのです。どうぞご理解
ご理解下さい。
愚痴になったしまいましたが、今月も楽しい
愚痴になったしまいましたが、今月も楽しい話題
になったしまいましたが、今月も楽しい話題満載の
話題満載のセ
満載のセトラ通信
トラ通信をどう
通信をどうぞ
をどうぞご覧下さい。
（NPO法
NPO法人セトラひろ
トラひろしま理事長
ひろしま理事長 若狭 利康）
利康）
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┗■ 【１】
【１】グリ－ンプロジェクト NOW
└─────────────────────────────────────────────────
アリスガーデンではミニひまわりが今、たくさん咲いております。
暗い話題の続く中ではありますが、広島市内の真ん中で、黄色い花が咲いている姿を見ると、少しでも元気がでないか
な？・・・と思い植えてみました。
そして大変おこがましいですが、自分なりの被災地へのメッセージも含まれております。
（ｍ＿ ＿ｍ）
私自身ひまわりが昔からとても好きで、楽しんで植えさせて頂いております。計画では、後二年植え続けるつもりです。
「本当はアリスの名物にしたいのですが・・」長い目で見て頂ければ、幸いです。
とうかさんの後、花が折れたりゴミ箱代わりになってしまった花壇を、掃除して 下さった、ボランティアスタッフの皆さん
に感謝しております。
（報告：オザキ マサヒロ）
グリ－ンプロジ
プロジェクト
ェクト
■活動報
■活動
報告
○定期活動
☆アリスガ－デン
・５月１９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５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１５名
作業内容：①植え込み（ヒマワリ） ②花がら摘み、除草、追肥 ③かん水 ④清掃活動
・６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 １０：００～１２：００
参加者：スタッフ２名（雨天の為、スタッフのみの作業）
作業内容：①植え込み（ヒマワリ） ②花がら摘み、除草 等
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○その他
☆アリスガ－デン
・６月６日(月)・１４日(火)・２０日(月)・２９日(水) 手入れ・水やり等 ９：００～１１：００ スタッフ延１４名
・６月１５日(水) ウッドコンテナ３基（補修及びペンキの塗り直し済）搬入

■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 →→→ 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
ソ－シャルガ－
ルガ－デナ－倶
デナ－倶楽部
－倶楽部
本格的な夏を迎えながらも、未だ震災の傷跡が癒されることなく、明るい一筋の光さえ見えない日々が続きます。
マスクをしながら、埃と悪臭の中で練習に励む高校球児の姿、汚染牛問題、広島でセシウムが微量ながら検出などなど胸が
痛いことばかり、子供たちの夏休みの過ごし方や８月６日に異変が起りそうな気がするのは、私だけでしょうか。
少しでも一瞬花を愛でる穏やかな気持ちになってもらいたいと倶楽部会員は、願いを込めながら明るく活動しております。
■活動報
■活動報告
☆６月８日(水)
交流プラザ前のデザインコンテナ（４基）の植替え作業
ポーチュラカ３色
サークル花壇の植替え作業 ポーチュラカ３色
☆７月１３日(水)
交流プラザ前のこげ鉢・ハンギングのインパチェンス切り戻し作業
資料館周辺のヤブガラシ（蔓）の抜取り
サークル花壇のポーチュラカ切り戻し作業
■活動予定
☆８月３日(水)
８月６日を迎えるにあたり、交流プラザ周辺・サークル花壇の手入れ・清掃・追肥
☆９月２日(金)
袋町小学校児童との共同花育活動のためのパンジー種まき作業 育苗ケース１２箱
平成２３年度 ソーシャルガーデナー倶楽部 総会

━━*
━━* 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,
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事業です。ひろしまの街文化の発信を通して
広島市センターエリアの新しい魅力作りと観光拠点の創出を目指し、2004 年 4 月より、広島市の「へそ」
、アリスガーデン
で活動を続けております。

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

次回のアリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！
2011 年 7 月 17 日(日) アリスガーデン

Alice First Chance ついに始動！
挑戦者たちの，AH！正規枠獲得なるか?

スト魂第 3 弾も！ 今回も多彩な実力派が集結！
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●ステージ(内容・時間は変更の場合があります）
13：00～
Alice First Chance
5 組の挑戦者の出演。最優秀者にはベストチャンス賞を授与。
MC：松川友和（Cocoro-to）
14：50～
ライブペインティング Blue lab.YUICHI 路上手紙人『くま』
15：40～
Nameless(
(ネームレス) from Osaka
16：30～
オールスターズ（INDIKET ひろしま 2010 ベストクリエイティブ賞）
17：15～
「スト魂」
（広島 STREET 魂）
出演：佐々木リョウ、
、ヨウヘイ from Kyoto、キタムラリョウ from Osaka、mebius
19：30～
「SILVIA」
（シルビア）

●ブース・コーナー展開
アーティストのプロモーションブース
「イー・モバイル」ブース
＊イベント「ustream」生中継実施

ustream から ah-alice を検索！

┏┓
┗■ 【３】
【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 HIROSHIMA 2011 今秋開催決定！
《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です。
自主制作作品のフリーマーケットとプロモーション・ステージがドッキングした広島インディーズの祭典！

■日時：2011 年 10 月８日（土）
、９日（日） 2 日開催 12：00～20：00
■会場：中区 アリスガーデン
■目的：インターネットや IT の本格的普及によって、文化的コンテンツの流通は世界的な大変革期を向かえています。現
に CD の販売総額は激減し、音楽のダウンロードが主流になりつつあります。こんな時代だからこそ、次代の新しい文化ス
タイルを担うのは「インディーズ」であると考えます。
「INDIKET」は文化的コンテンツの新しい流通スタイルの確立を目指し、インディーズアーティストの「見本市」を広島
に根付かせ、地元アーティストたちを支援します。
また音楽、ダンス・パフォーマンス、アートなどジャンルを超えてアーティストたちが一同に会し、自主制作作品を発表
することで広島インディーズ文化の今を発信し、元気で魅力的な広島都心のまちづくりに貢献します。

■EVEVT CONTENTS
○アートマーケット：自主制作作品（CD、DVD、アートグッズ・アパレル作品等）
○プレゼンテーション・ライブ
○各賞の授与（INDIKET AWARD）
：RCC ラジオ番組出演権、コンピュレーションアルバム・エントリー権ほか
（INDIKET AWARD 参照）

◎参加アーティストの募集
☆募集期間：2011 年 8 月末日第１次締切
☆応募条件：当日会場にて、自作作品の販売やプロモーションができる人。ジャンルを問わない！
☆エントリーは３部門。
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《Ａ》音楽系エントリー＜ブース出店＋プロモーション・ライブ＞
＊プロモーション・ライブ：持ち時間 15 分（募集約 25 組）
《Ｂ》ダンス・パフォーマンス系エントリー
＜ブース出店＋プロモーション・ライブ＞

＊プロモーション・ステージ：持ち時間 10 分（募集約 10 組）
《Ｃ》アート系エントリー＜ブース出店＞参加
アート・クラフト・アパレル作品等のブース出店のみの参加。
＊ 原則２日間（募集約 20 組）

■お申し込み・お問い合わせは：セトラひろしま内インディケット事務局へ！
詳しくは公式サイトをご覧下さい！
Info-desk@indiket.net
■INDIKET'10 コンピレーションアルバム 発売中！
広島インディーズの祭典である「インディケット」
・・・・来たる 5/14(土）
、INDIKET'10 コンピレーションアルバムを
発売いたしました。
このアルバムは、INDIKET'10 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、8 曲をパ
ッケージしています。

【収録曲】
1.“ネコがギャー ”/ オールスターズ
2.“家路” / 橘髙優士
3. “オレンジ ”/ Fairy days
4．“This is my life”/ うずら
5.“アカシック†レコヲド ”/ アカシック†レコヲド
6.“ろばのうた” / mupe
7.“Symmetry” / Art Pot
8.“CANDY” / 横川エレクトロクラブ

定価 ￥800（税込）
800（税込）

ご購入希望の方はセトラひろしま内
ご購入希望の方はセトラひろしま内インディケット事務局へ！
セトラひろしま内インディケット事務局へ！

┏┓
┗■ 【４】
【４】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
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
└──────────────────────────────────────────

プレーパーク（冒険遊び場）づくりの取組
セトラひろしまは総力をあげてコーディネートします！

7 月末より
月末より月
より月 2 回開催！
回開催！
“自分の
自分の責任で
責任で自由に
自由に遊ぶ”

中央公園冒険遊び場
央公園冒険遊び場
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７月末ＯＰＥＮ！

中区中央公園芝生広場の一画に昨年に続きこどもの自由な遊び場を開きます。
今年は 7 月 30 日(土)、31 日(日)から、月 2 回程度開催します。ぜひご参加ください。

【関連ブログ】
http://boukenasobiba.blog.fc2.com/

こどもが健やかに成長し、自主性や創造性を身につけていく上で、遊びは重要な要素です。
「もとまち自遊ひろば」は滑
り台やブランコなどの遊具はありません。こどもが自らの発想と責任で自由に遊ぶ遊び場です。

【日時】7 月 30 日(土)、31 日(日)から 2 月頃まで月 2 回程度。午前 10 時～午後 4 時。少雨決行、悪天候の場合は中止。開
催の有無は、当日午前 9 時以降に「おしえてコールひろしま」℡082-504-0822 でお知らせ。8 月からの実施日は広島市 HP
でお知らせします。
【場所】中央公園芝生広場（中区基町）北東の一画
【対象】おおむね小学生以下のこども（幼児は保護者の付き添いで！）
【参加申し込み】セトラひろしま内「もとまち自遊ひろば」の会事務局へ
【内容】遊び場に置いてある縄、ダンボールなどの材料やいろいろな道具を使い、工夫して遊ぶことができます。
【その他】汚れてもよい服装で。駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。参加するとき、帰るときは必ず受
付を通ってください。参加費無料。

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

「もとまち自遊ひろば」の活動を支えるサポーター「ゆうえん隊」！まだまだ募集しています。
☆ゆうえん隊(遊援隊)とは☆
こどもの自由な遊び場を見守り、ともにつくりだす人。遊び心、こどもの心をもった人たち。

●6 月 18 日(土) 「ゆうえん隊」の説明会がありました。
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◎事業の内容や趣旨の説明

◎「基地」
（基町ショッピングセンター内）を見にいく！ ◎現地遊び場ひろばで意見交換

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

遊び場を一緒につくりませんか
一緒につくりませんか？
につくりませんか？
冒険遊び
冒険遊び場プレーワーカー育成講座受講者
プレーワーカー育成講座受講者 募集
こどもたちの遊びを見守り、遊び場を支える人を育成する講座の受講者を募集します。

【対象】市内に在住または通勤・通学の、こどもの自由な遊び場づくりに関心のある人
【内容】9 月から 12 月に以下の講座を実施します。受講料無料。＊会場：中区中央公民館予定

《第 1 回講習》 9 月 25 日(日) ＊一般参加可
●講演「こどもの遊び論」 ＊講師：加用文夫（京都教育大学教授）
●講演「こどもの心に寄り添う」＊講師：柴田愛子（りんごの木代表）

《第 2 回講習》 10 月 9 日(日)
●講習「救急法基礎講習」
●講義「リスク回避のメリットとデメリット」＊講師：岡花祈一郎（福岡女学院大学講師）
●WS「プレーワーカーの資質を探る」

《第 3 回講習》 11 月 23 日(水・祝)
●実習：中央公園冒険遊び場「もとまち自遊ひろば」

《第 4 回講習》 12 月 18 日(日)
●講義＆実技：
「僕が出会ったこども達」 ＊講師：窪田保（KTC 中央高等学院教員）
●実習「どこでもあそび、どこでもあそぶ」＊講師：稲垣直登（麦わらぼうし）

◎その他、実習として「もとまち自遊ひろば」に 11 月 23 日以外の実施日に 2 回程度参加。
《オプション講習-自由参加》 11 月予定

●実習＆WS「お泊りスキルアップセミナー」 会場：東広島市

（2010.11.27/28 冒険遊び場 「中央公園こどものひろば」より）
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┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
好天に恵まれ、“ゆかたできん祭”が盛会裡に終わりました。おそうじ隊に参加または応援して下さったみなさん、お疲れ様。
ありがございました。ここ数年、ユカタでの参加が減少していましが、今年は新規参加のプロミスさん、本通り SMS の学生も
全員がユカタで参加してくれたので、久しぶりに“ゆかたでおそうじ”隊“が復活しました。メンバーも年々、殖えて良い活
動になっているなと感じています。長く続けていきたいものですが、段々体力も落ちてきているし、誰か、隊長交代してくれ
ないかな・・・。
袋町公園の木々の緑も、一段と濃くなり、ヤマモモもたわわに実っています。吹き渡る風も爽やか、木陰での休息には最高で
す。花壇に、夏場の水遣りが少なくてよい、“ポーチュラカ”４５０株を植え込みました。いつものように、ソーシャルガー
デナー倶楽部のみなさんのサポートをいただきました。ありがとうございました。
（本山）

■活動報
■活動報告（５月）
●袋町公園美化
袋町公園美化・
美化・定期活動➡
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。
花壇の花の植え替えを行いました。(５／２６)
●道の里
道の里親制度➡➡
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
●並木通り美化活動➡➡➡ロータリー花壇の雑草とりをおこないました。
美化活動➡➡➡
■活動予定（
■活動予定（６月・７月）
●袋町公園
袋町公園美化活動
袋町公園美化活動（公園の
美化活動（公園の清掃
（公園の清掃と
清掃と除草、
除草、花壇の手
花壇の手入
の手入れ・周辺
れ・周辺市道の
周辺市道の清掃
市道の清掃）
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
６月→→２日、９日、１６日、２３日、３０日
７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
☆現在の会員数：
の会員数： 正会員 ３３人
３３人 協力会員 ４７人
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.
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◆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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