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

台風一過、突然、秋になった感じですね。朝晩の冷え込みは体に堪えます。 

しかし今年の日本はどうなっているのでしょう？ 地震に台風、円高に政治不信．．．本当に沈没してしまいそうです。一番

恐ろしいのは日本への投資意欲の減退と日本企業の海外脱出でしょう。このままでは日本の産業は増々空洞化してしまい、

日本経済は瀕死状態になってしまいます。東日本の復興も大事ですが、それ同時に各国と協調して世界経済を立て直すこと

によって円高を是正し、企業の国内における投資意欲を復活させること。さらに内部分裂の激しい民主党は解体し、連立新

党を発足させて政治を安定させる。これしかない！ 

また、広島市にも同じことが言えます。今、広島の経済もガタガタ状態です。天満屋さんもメンツを捨ててヤマダ電機を入

居交渉、建て変わる宝塚会館へのパルコさんの入居など、八丁堀界隈は大きく様変わりしようとしています。紙屋町でもオ

ープンする広電ビルの影響で何が起こるか分かりません。広島市は元々完全なオーバーストア状態の上に、この不況ですか

ら一触即発の状態なのです。中心部に穴が空けば、重い荷物を背負った広島市は沈むのです。皆分かっているのだろうか？ 

また、広島に対する投資意欲の面でも、旧市民球場跡地、広大跡地、空港跡地、駅前・駅裏再開発を有効に、また有機的に

活用する方向性を打ち出さないと「あっ、また広島はやっちまった」と見られてしまいます。過去、都市圏拡大を目指して

失敗し、平和ばかりを強調して失速したことは全国から見られています。ここでまた有効な策が公表されなければ、広島に

対する外からの投資、また広島に住みたい、行きたいという意欲はなくなってしまうでしょう。何とか、行政と市民が危機

感を持って一体となりこの難局を乗り切りたいものです。 

さて、そんな中セトラは新年度を迎えまして、今年も総会と懇親会を開催します。10月19日(水)、場所はいつもと同じエン

ジェルパルテです。いまからスケジュールを空けて頂き、どうぞご参加の程よろしくお願いします。それでは今月も情報満

載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）
 

……＜目次＞……………………………………………………………………………………………………………………………… 

【１】グリーンプロジェクト NOW   
【２】アリスガーデンパフォーマンス広場AH! NOW  
【３】INDIKET NOW 
【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 
【５】文化交流プロジェクト：慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music” 
【６】地域環境プロジェクト NOW 
【７】平成２３年度セトラ広島通常総会及び懇親会開催 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

┏┓ 

┗■ 【１】グリ－ンプロジェクト NOW 
 └───────────────────────────────────────────────── 
ひまわりの実験結果が少し出たようなので、書かせて頂きます。 
・・・「ヒマワリの土壌除染、ほぼ効果なし。」・・と新聞などで書かれておりました。 
「私の配らさせて頂いた種袋の裏側の最後に（効果はないかもしれません）・・と、小さく書かれております」・・・最初か

ら効果はないのではないか？と言う情報が流れており、それでも、「おこがましいかもしれませんが」被災地に向けて何か、

お役に立てないかと言う一心で、大急ぎで企画しました。もしも効果がないとしても、植物を育てると言うことは大事なこ

とです。「野菜などは、同じように栽培します。」そして、ひまわりは土壌を耕してくれるのは事実で、痩せた土地に植えた

後、野菜を栽培するとよく育ちます。ひまわり油からバイオ燃料も開発されていると言う話しもあります。ですから、様々

な可能性がある植物なのです。今から、ひまわりには他にも素晴らしい効果があるんだと話して行こうと思ってます。 
プロジェクトを企画して、実行する前に自分の口足らずで、大変ご迷惑をお掛けしたと思います。具体的な実験結果のない

現状でしたので、今回のような結果になった後、恥をかくのは、自分だけでいいと思っていました。 
協力して頂いた方に御礼申し上げますｍ（＿ ＿）ｍ …パソコンにメールが届き、幼稚園の子供達が喜んでいた」とか「考
えるキッカケを作ってくれてありがとう」とメールが来ました！！…これだけでも、配って良かったと思いました！ 
 アリスガーデンでは、多数の大輪の花を見れましたし、タネの収穫も出来ました！！・・そして少なくとも私は笑顔になれ
ました。「被災地のことを忘れない為に」来年もチャンスがあれば植えたいと思います。 
ありがとうございました！ｍ（＿ ＿）ｍ   

（報告：オザキ マサヒロ）

セ ト ラ 通 信 
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グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

○定期活動 
☆アリスガ－デン 
・８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：共同作業所トムハウス３名、スタッフ４名 合計７名 
作業内容：①花がら摘み、除草、追肥 ②ヒマワリの手入れ ③かん水 ④清掃活動 

  ・８月２日(火)・９日(火)・１１日(木)・１５日(月)・２９日(月) 
   作業内容：①手入れ ②かん水  
■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…） 
○メンテナンス作業 
☆アリスガ－デン：毎週１日～２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 
 

虫の音で秋の訪れを感じたのも数日！あの虫たちはいったいどこで秋がかえって来るのを待っているのでしょうか？ 

夏の疲れが癒えぬまま、体調を崩されていませんか？ 

 去る９月２日に倶楽部の総会を行い、８年目の活動が始まりました。月に１回、お花が好きという人達が集まっての地味

な活動がここまで続けられたことに感謝と喜びを感じております。１０周年に向けて新たな気持ちで楽しく、各々のペース

で活動を続けようと再確認し、昨年の活動を振りかえりながら、今期活動がレベルアップされるよう熱い意見交換の場とな

り有意義な総会となりました。 

 １１月９日に行われる袋町小学校の児童との花育活動を控えて、総会後ビオラの種まきの準備をおこない、今、各自家で

ビオラの苗を育てております。今回の花色は、白と黄色のＭＩＸで「Ｆ１フローラルパワースーパークリーム」と名付けら

れております。同じ種でも発育状況が会員それぞれ異なり、日々育苗ケースを覗いては、１０月５日のポットあげの日まで

ドキドキの日々が続きます。愛情いっぱい受けた花たちが交流プラザ前を彩る日を乞うご期待下さい。 

■活動報告 

☆９月２日(金)     総会 平成２２年度 第７期活動報告・第７期決算報告・第８期活動計画・今後の活動につい

て・第８期お世話係り紹介（都間さん・田中さん・本山さん） 

          袋町小学校児童との花育活動のための花苗の種まき準備 

          茶話会 

■活動予定 

☆１０月５日（水） ビオラのポットあげ１２ケース  大型コンテナの植込み 

☆１１月９日（水） 袋町小学校児童との花育活動（午前中）  ＜予定＞サークル花壇の植替え（午後） 

                                                         
━━* 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。 

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

 2011年 8月20日 AH! Report August 2011 
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□Alice First Chance  

今回の挑戦者は,GenKnow（ゲンノウ）・TAKA・茉杏（まなん）・オッキー・Moeの5組。女子高生シンガー茉杏（まなん）

さんのチャレンジあり,ソロ初ステージありとまさに「ファーストチャンス」の名にふさわしいラインナップになりまし

た。 

 

 

 茉杏（まなん）さんには，審査員もその将来性に注目――そんな中,競り合いを制したのは,Moeさん！ 

 

□AH! ライヴステージ 

 AH! の開催日は,大体「晴天」なのですが……8.20，この日はめずらしく雨。開催自体も危ぶまれましたが，ひとまず

小降り程度だったため，決行しつつ様子をみることに…… 

 

 いざ，開演！ トップバッターは，YUICHIさんのライブペインティング。巨大な白い板のキャンバスに，10分間，即興

で描き続ける，アートパフォーマンスです。雨にもかかわらず，アリスガーデンに観客が集まりました。 

 つづいては，佐々木リョウさん。今回は，冒頭，ユーモラスな即興の歌を聴くことができました。大石かずやさんによ

るパーカッション，竹内あやかさんによるキーボードとのコラボレーションも。そして，今年も登場してくださった

Upaskuma(ウパシクマ)さん。多国籍？ 無国籍？ もはや，国境どころか，次元まで超えそうな音楽です。ベリーダンサー

の方も登場，観客をひきつけていました。 
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 やがて，雨が静まり，少し空が明るくなってきたところで，春秋分点さんのライヴステージへ。ロックサウンドに，物

語を紡ぎだす高音のヴォーカルによる新しい音楽。The Beatles のカヴァー曲もありました。最後の曲は，オリジナル。

ヴォーカル紫水さんの本領発揮ともいえる物語性あふれる音楽が，アリスガーデンを包みました。 

 8.20 ラストは，エル・コンボ・デ・ラ・パスさん。この時間には，雨の面影はどこへやら――ノリの良い，ラテンの

サウンド・リズムに，最後は，会場全体が完全にダンスフロア状態。おおいに盛り上がりました。 

 

□Special thanks 

今回は，天候との兼ね合いから，予定変更を余儀なくされた場面もありました。そのひとつがorbitさんのステージ中止

……これは，雨が降り続いた場合に，照明が使用不可となることを考慮しての判断でした。地面に敷いた大きな半紙に書を

書かれる「くま」さんのステージも不可能に……そのほかにも運営上，対応を迫られる場面がありましたが， 

関係各位，ご来場いただいたみなさまのご理解とご協力によりイベントを開催・運営することができました。心より感謝申

し上げます。 

次回のAH! は9.18(sun)，天候に恵まれることを祈るばかりです。みなさまのご来場をお待ちしております。 

(報告:近藤倫生) 

■イベントデータ 

●ステージ 

13：00～ Alice First Chance AH！collaborating cocoro-to           

14：50～ Blue lab.YUICHI ライブペインティング 

15：45～ 佐々木リョウ 

16：30～ Upaskuma(ウパシクマ) 

17：30～ 春秋分点 

18：30～ El Combo de la Paz(エル・コンボ・デ・ラ・パス) 

●ブース 

・イー・モバイルブース（提供：イー・モバイル 広島中央） 

・Wink presents 「ミルカひろしま」キャンペーンブース 



 5

┏┓ 

┗■ 【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 
《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 

■内容：参加アーティストの募集・イベントの実施開催 

 

●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  

○インディケット・アワード各賞の発表と授賞式   10月9日 19：00～ アリスガーデン特設ステージ 

ベストインディケット賞/ベストテクニック賞/ベストパフォーマンス賞/ベストクリエイティブ賞/アルバム賞（INDIKET コ

ンピュレーション・アルバムのエントリー資格を授与）/オーディエンス賞（椅子占有率等、観客動員数上位者に授与）/オ

リジナル・アート賞/まちなかアート賞/ＲＣＣ賞：◎RCC中国放送ラジオ番組「秘密の音園」出演権獲得（音楽部門優勝者）

◎携帯サイト「広島音楽村」Hiroshima Music Village～indiket 特集、10 月 10 日生放送出演権獲得（音楽部門優勝者）/

他 

○ゲストアーティスト・ライブ！：Free Face（１０/８、1０/９） ＭＭＪ（ＭＭＪ（１０/８） 

●参加アーティスト  

■音楽部門《21組》ID:アイディー、もゆ、TAKA、RENIS、松本ナリアツ(山口）、radialrays(静岡）、赤井仁美(東京）、橘髙

優士、6pack、妙華(大阪）、数田祐一、UMA、横川エレクトロクラブ、Dog Beach、REA(福岡)、オールスターズ、坂本全啓、

DOUGH BOYS×CARP DANCERS、紫水、うずら、福岡麻央（横浜）■ダンス・パフォーマンス部門《5組》 大道芸人JEKYLL、

Make palette、大道芸人 ちから、JAM■アート部門《4組》よしひろ、グラフィティ★キャット(三重）、似顔絵アーティス

ト KAME、YUICHI(Blue lab.)他（9月25日現在） 

ＲＣＣサイトで動画配信 

音楽部門の模様はＲＣＣ携帯サイト「広島音楽村」で1ヶ月程度無料で配信します！ 
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┏┓ 

┗■ 【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 

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

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！ 

 “自分の責任で自由に遊ぶ” 

中央公園冒険遊び場 

 

 
 

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。 

ひろ～い公園でおもいっきり遊びませんか！ 

中央公園芝生広場の一画に、子どもたちが思い思いに過ごせる場所、子どもの自由な遊び場を開きます。自由な発想から

生まれる創造的な時間と空間。ゆるやかでときに刺激的な場所。けがも弁当も自分持ち。そこに子どもの“自遊”がありま

す。７月から月に２回程度開催します。ぜひご参加ください。 

 

 
 

【9月からの日時（予定）】 10：00～16：00 （少雨決行） 

9月/4日(日)・18日(日) 

10月/2日(日)・16日(日) 

11月/6日(日)・20日(日) 

12月/4日(日)・18日(日) 

1月/8日(日)・22日(日) 

2月/未定 



 7

＊効果測定及び普及イベント 

11月23日（水・祝日）雨天の場合26日(土)に順延。 

 

詳しくは、広島市ホームページを御覧いただくか電話等でお問い合わせ下さい。 

※悪天候の場合は中止します。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 電話082-504-0822」でお

知らせします。 

【場所】中区中央公園芝生広場周辺（中区基町） 

【対象】おおむね中学生以下の子ども（保護者の付き添いは自由） 

【内容】遊び場に置いてある縄、段ボールなどの材料やいろいろな道具を使って自由に遊ぶことができます。 

※汚れてもよい服装でお越しください。参加するとき、帰るときは必ず受付を通ってください。お昼の弁当や飲み物は、

各自持参してください。 

※駐車場はありませんので、公共交通機関などでお越しください。 

【お問い合わせ】中央公園冒険遊び場“もとまち自遊ひろば”の会事務局（NPO法人セトラひろしま内） 

TEL 545-7611 FAX 545-7612 e-mail children@cetra.jp  

こども未来企画課 TEL 504-2813 FAX 504-2255  

 

8月ＲＥＰＯＲＴ 

8月28日に実施しました！ 

□「遊び発生学レポート」がすごく面白い！！！ 

いま「もとまち自遊ひろば」のブログに連載中の「ロクちゃんのひろばレポート」が注目を集めています！こんな調子で始

まります・・・・・ 
 
『自遊ひろば ８．２８ ① ８月２８日（日）晴 

先週は大雨で中止になった自遊ひろば。みんなの祈りが通じて今日は晴れて開催に ロクが基地から台車で道具を運んで

ひろばに向かうと、既に小さな遊び人の姿発見！「おーっ、みーちゃん！おはよ。はやいのねぇ 」 

ひろば１番乗りは、今日もやっぱりみーちゃんだったよ。  

（以下、こどもの写真のコメントは、ロクの想像です。実際のものとは、イメージが異なる場合がありますので、それぞれ

にご想像してお楽しみください♪） ･･････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   

～ひろばで働く人々編～ 

   

「運ぶ人」              「倒れそうな人」           「引っ張る人々」 
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「力の限り引っ張る人」 １人でっっ    ド・根性☆ガール 「力の限り、登る人」 ザ・緊張感☆ たまりませんな ❤ 

・・・・・・・・・』 とかとか つづきます！！！つづきは見てくださいね！ 

 

もとまち自遊ひろばブログ 

http://boukenasobiba.blog.fc2.com/ 

 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【５】文化交流プロジェクト：慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music” 

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

2011年8月6日 とうろう流し 

慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music” 

 
今年8月6日の「とうろう流し」では、セトラひろしまがコーディネートして、流れ行くとうろうに向けた音楽の奉献が

行われました。県外から広島から趣意に賛同したアーティストの方々が参加し、とうろう流しの新しい音楽奉献スタイルの

確立を模索しました。厳粛でかつしなかやな音楽的感興…その幽玄な響きと音のもと、とうろうが美しく流れていきました。 

 

  

 

◎データ 

■日時：2011年8月6日(土)  18：00～21：00 

■場所：元安川親水護岸 とうろう流し会場 音所（おとどころ） 

■主催：広島市中央部商店街振興組合連合会 

■企画コーディネート：特定非営利活動法人セトラひろしま・広島文化会議準備会 
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◆2011とうろう流しゾリステン---音楽奉献団 

大野友梨子：薩摩琵琶  

福原 一閒：篠笛 

榊 記彌栄：筝・十七絃 

石澤 良一：シンガー 

竹原ピストル：シンガー 

伊藤 紀江：クラリネット   

Ｂｏｍ (光行 剛)：Keyboard  

     原田奈緒：波紋音（鉄製オリジナル打楽器）＆フレームドラム 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
■活動報告（８月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡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行いました。 

 

■活動予定（９・１０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 

９月→→１日、８日、１５日、２２日、２９日 

１０月→→６日、１３日、２０日、２７日 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【７】平成２３年度セトラ広島通常総会及び懇親会開催 

 └─────────────────────────────────────────────── 
 ＮＰＯ法人セトラひろしまの平成２３年度通常総会及び懇親会を開催いたします！ 

 

  ● 日時：平成２３年１０月１９日(水) 

       １７：３０～１８：５０ 通常総会 

       １９：００～２１：００ 懇親会 

  ● 場所：エンジェルパルテ（中区袋町７－２５）  

TEL（０８２）２４７－５５８８ 

  ● 懇親会会費：《会員の方》３，０００円   

《会員以外の方》４，０００円 → 内、１，０００円は協力会員の会費としてご協力ください。 

 

  ※懇親会は、正会員・協力会員の方はもちろん、「セトラひろしま」の活動に関心のある方なら誰でも参加できる気軽

なパ－ティです。お食事をしながら大いに語り、楽しみましょう！ 

 

 

 

ホームページ http://www.cetra.jp/npo/ 

ＡＨ！公式ブログ  http://ahinfo.blog39.fc2.com/ 
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━━* 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◇ 


