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

寒い日が続きますね。私はもう体が寒さに慣れたせいか、あまり感じなくなってきました。それとも皮下脂肪のせい？ し

かしインフルエンザも流行っているようです。我らが副理事長・石丸氏も罹ってしまいました、お大事に！ 皆様も十分ご

注意下さい。 

２月１８日(土)に、第７回「湯崎英彦の宝さがし-未来チャレンジ・トーク」の事例発表者の一人として参加しました。お

題を「広島市中央部の賑わいづくり」として、中振連のイベントやセトラひろしまの活動についてプレゼンしました。１０

分でと言われていたのですが、どうも２０分以上しゃべってしまったようです。申し訳なかったです。しかしお陰様で県知

事に対して「お願い」も出来ましたし、１００名近い傍聴者に対してセトラのＰＲも出来ました。次の日早速「セトラに参

加したい」というメールも頂きました。ありがたいことです。また、シャレオまでお越し頂いた皆様、ありがとうございま

した。 

「新藤兼人 百年の軌跡」企画が佳境に入ってきました。すでに大口協賛金の募集は締め切りまして、チラシ・ポスターの

製作に入っています。協賛金募集では商工会議所を始め、多くの方にご協力頂きました。お陰様でほぼ予想額に到達できま

した。ありがとうございました。しかしながら、全体の予算額からすると、まだまだ足りません。これからはNTTクレドホー

ルでの上映協力券を売らなければなりません。何卒皆様、ご協力の程よろしくお願いします。 

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 
 └───────────────────────────────────────────────── 
２月１６日のアリスガーデン定期活動日では、セトラ理事のみなさまと倉庫の掃除をしました。事故なく楽しいイベントを

する為には、一番に掃除からと私は思います。 
テント等の道具を出してみますと、古くなって傷んだ物もありました。 
そのまま捨てるのではなく、まだ使えそうなテントに部品を流用して「補修・リサイクル」をされていました。私はあまり

手伝い出来ませんでしたが、エコな修理方法だと思いました。・・お疲れ様です・・ 
整理していて気になったのは、どちらの私物かわからないプロパンガスの缶、ご飯等を炊く炊飯器、拡声器、看板等が出て

来ました。錆びていますしガスは危険物になりますので、早めに処分したほうがイイと思いました。 
「前向きに物事を始めるには掃除から」・・・いつも自分に言い聞かせています。 
このセトラ通信が出る頃には暖かくなっていることを願っています！！！ 
花壇の花達も首？を長くして待っていると思います（笑）                 （報告：オザキ マサヒロ）
 
グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

○定期活動 
☆アリスガ－デン 
・１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 
作業内容：①植え込み（ビオラ）②除草、手入れ ③清掃活動 

  ・１月１０日(火)・３１日(火) 
    作業内容：①補植 ②除草、追肥、手入れ 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。 

セ ト ラ 通 信 
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   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 
 

春を迎えたにも関わらず、雪が舞う寒い日々が続きます。皆様、お元気にお過ごしでしょうか？ 

テレビから送られるお年寄りの雪下ろしの映像には、胸が締め付けられます。肉襦袢（脂肪１００％）を常時身につけてい

る私でもこの寒波にはお手上げです。さぞ、植物にも大きなダメージがあるだろうと覗いてみれば、春を待ちかまえて少し

ずつ芽が膨らんでいるではありませんか！パワーを感じながら、春には誇らしげに花を咲かせてくれることを楽しみに温か

な気持ちでこの寒さを乗り切ろうと思います。 

しかし、インフルエンザにはくれぐれもご注意ください。雨や雪は降って欲しくはないけれど、インフルエンザ拡散防止の

ために雨乞いしております。 

自然の力に脅威を感じずにはいられない今年の冬です。                     

■活動報告 

☆２月８日   交流プラザ周辺植物の手入れ 

        最近の園芸事情と夏に向けての花苗の品種についての話し合い 

■活動予定 

☆３月１４日  プラザ周辺植物の手入れ 

        ヤブランの刈り込み 

☆４月１１日  フラワーフェスティバルに向けての美化活動 

                                                          
━━* 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。 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
お待たせしました。ＡＨ！も冬ごもりを終わって、いよいよ３月、また花咲きます！ 

次回平成24年3月開催企画！ 

 

アリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！ 

2012年3月・10日～11日  Hiroshima Alice Garden 

「ＡＨ！3.11東日本復興支援スペシャル」 

震災1周年特別企画として、東日本の復興を願い募金活動とともに、 

明るく元気な明日へ向かって広島からエールを送ります。 

 
■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 

       （構成団体：広島市中央部商店街振興組合連合会、広島市、NPO法人セトラひろしま） 

■後援（予定）：広島県、広島市、広島商工会議所、広島県観光キャンペーン実行委員会、広島市観光協会 

■企画・制作：AH！STATION  

■協 賛：ステージユニオン広島（音響・照明）、イー・モバイル広島中央（通信回線・出店）他 

■企 画 内 容：ライブステージ・アートブース 

【3月10日(土) 】 
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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～ 中央通おらぼうデー（主催：中央通り商店街振興組合） 

14：40～ Alice First Chance 

16：20～ ライブペインティング 

17：10～ 広島ストリート魂 

19：30～ ORBIT  

●ブース：東日本復興支援募金ブース、イー・モバイル広島中央ブース、アートブース他 

【3月11日(日)】 

●ステージ（内容・時間は変更の場合があります） 

13：00～ 大道芸 

13：30～ Cocoro-to presents “The Singers” 

15：00～ 大道芸 

16：20～ ライブペインティング 

17：05～ ダンスコーナー 

17：45～ アイドルコーナー 

19：00～ 広島インディーズミュージシャン 

●ブース：東日本復興支援募金ブース、アートブース、協賛ブース 他 

アリスガーデンパフォーマンス広場AH! 情報局 

http://ahinfo.blog39.fc2.com/ 
 

 

 

┏┓ 

┗■ 【３】「新藤兼人 百年の軌跡」 

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

※ セトラひろしまが、事務局を担当しています。 

 

 

広島出身の映画監督・新藤兼人氏。日本のインディペンデント映画先駆者と

して数々の名作を制作し、日本映画の国際的評価を高めた映画人。「生きてい

るかぎり 生きぬきたい」。自身の言葉どおり、今年４月、100歳を迎えるのを

記念し、監督の軌跡をたどる。  

 

記念上映 4月～5月 監督作品 48本 全県下一挙公開 

プレ上映「一枚のハガキ」 
3/31(土)～4/13(金) 【上映館】シネツイン本通り 

広島市映像文化ライブラリー 
監督作品 35本上映 
鑑賞料 大人：500円 こども：250円（一部、大人：370円 こども：180
円） 
※65歳以上の方または身体障害者手帳などをお持ちの方は無料。土
曜日はこども無料。  
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NTT クレドホール・プレミアム上映会 
5/11(金)～13(日) 各日 2回上映 監督作品 3本 「裸の島」・「ふくろう」・「三文役者」 
鑑賞料 NTT クレドホール 3日間共通券：1,000円（1回のみ有効） 

広島県興行生活衛生同業組合加盟映画館 
※下記のどの上映会場でも、「一枚のハガキ」を除いて、共通して 1,000円の入場料金でご覧いただけます。 
また上映に先立って販売いたします「上映協力券」(1,000円)でもご覧いただけますので、ご利用ください。 
 
【上映館】 
シネツイン本通り、広島バルト 11、109 シネマズ広島、ワーナー・マイカル・シネマズ広島 
T・ジョイ東広島、呉ポポロ、シネフク シネマモード、シネマ尾道、三原リージョンプラザ 

記念展示 

「新藤兼人 百年の軌跡」記念展示 
4/7(土)～24(火) 入場無料 【会場】旧日本銀行広島支店  
企画展「新藤兼人を読み解く 100冊」 
4/8(日)～5/27(日) 入場無料 【会場】広島市立中央図書館 

記念トークイベント 

会期中、新藤監督ならびに監督作品に出演された俳優の方々による記念トークイベントを予定しています。 

 

主催：「新藤兼人 百年の軌跡」実行委員会  

委員会構成団体：広島県、広島市、(財)広島市未来都市創造財団、広島商工会議所、(社)広島青年会議所、広島市中央部商店街振興組合連

合会、中国新聞社、中国放送、広島テレビ、広島ホームテレビ、テレビ新広島、広島エフエム放送、FMちゅーピー76.6MHz 

協賛： 広島ガス㈱、㈱広島銀行、広島信用金庫、㈱もみじ銀行、広島電鉄㈱、オタフクソース㈱、(株)ＮＴＴデータ中国、生活協同組合

ひろしま、山下江法律事務所、基町クレド・パセーラ、 (株)中国新聞社、(株)中国放送、広島テレビ放送(株)、(株)広島ホームテ

レビ、(株)テレビ新広島 

後援：広島県教育委員会、広島市教育委員会、広島経済同友会、(社)広島県観光連盟、（財）広島観光コンベンションビューロー 

特別協力：新藤次郎（近代映画協会)  

協力：広島県興行生活衛生同業組合、広島市映像文化ライブラリー、広島市立中央図書館、広島フィルム・コミッシ

ョン、NTT クレドホール、佐伯区役所、五日市商工会、石内公民館、石内まちづくり協議会、佐伯区コミュニテ

ィ交流協議会、広島文化会議準備会   

 

■【３月３日に市民による「支援の会」発足！】■ 

新藤監督の誕生会、またゲストとの方とのパーティーなどの企画など、本プロジェクト応援しようと市民の会が発足しま

す。みなさんこぞってご参加ください。また関心のある方々へ広く呼びかけていただいたら幸いです。 
 
「新藤兼人 百年の軌跡」支援の会・発足会 

日時：３月３日(土) 15：00～16：30  
場所：広島観光コンベンションビューロー 
   （平和記念公園レストハウス内）３階会議室。 
内容：活動について ＊ポスター・チラシ・チケットも配布いたします。 
 

「新藤兼人 百年の軌跡」公式ウェブサイト開設しました！ 

http://hyakunennokiseki.web.fc2.com 
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石内尋常高等小学校大正１３年度卒業式写真（二列目右端） 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【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、遊びは大切な要素です。「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。 
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回程度開催しています。ぜひご参加ください。 

 

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） 
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【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  

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

【3月の日程（予定）】 ３月４日(日)   10：00～16：00 （少雨決行） 

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

【もとまち自遊ひろば レポート】 

【1月22日データ】天候：晴れ      参加者数：34名、内、31名がリピーター（リピート率88％） 

【2月5日データ】天候：曇り時々小雨   参加者数：36名、内、10名がリピーター（リピート率27％） 

【2月19日データ】天候：晴れ      参加者数：71名、内、31名がリピーター（リピート率43％） 

 ※2月19日は今期の参加者数最多記録を更新しました。 

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

2月19日(日)のもとまち自遊ひろばでは…… 

談遊会を開催しました！ 
みんなで焚き火を囲んで、こどもやあそびや地域などへの思いをざっばらんにしゃべり場しました！ 

 

「談遊会」 
時：２月１９日（日） １３時から１５時くらいまで 

   場所：もとまち自遊ひろば  参加者：２５名くらい 

 

談遊会準備                  談遊会の様子 

 

ひろばの様子（あそぶ子どもたちのかたわらで談遊会）       こどもとおとなでおしるこ 
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もとまち自遊ひろばブログ 

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

 

 

┏┓ 

┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
犬猫の糞に大フン慨しています。袋町公園の花壇はフンだらけ、厳しい寒さに負けず元気に花を咲かせているパンジーが可愛

そうです。気温が上げると悪臭が発生するし、困ったものです。飼い主のモラル頼りでは、どうにもなりません。 何か名案

はないものでしょうかね。？ 

先日、“広島なずなの会”の主催で、農薬や化成肥料を一切使用しないで、草、虫、菌と共生する循環農法を確立、実践し、

普及活動を続けている、“なずなの会”主宰赤峰勝人氏の講演を聴きました。健康被害は、化学肥料、農薬、薬、食品添加物

などの化学物質を体内に取り込むことで生じている、というものです。農作業の傍ら、アトピー等、難病に悩む人々との長年

の関わりからの主張には説得力があり、共感も覚えました。 また、聴衆の多さと熱気には圧倒されそうでしたが、氏の著作

やなずなの会の商品を争うように購入している様を目の当たりにして、食品に対する不安を持つ、健康に関心が高い人たちが

多いのを改めて実感しました。 

さて、自身の対応は？となると、生活をすぐに変えられない、先がそれほど長くない自分としては、大甘な対応で、取りあえ

ず玄米食に切り替えました。ボチボチと是正していこうかなと思います。なにより先の長い孫たちの方が気がかりですが・・・。

                                              （本山）  

 

■活動報告（１月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計２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２回行いました。 

 

■活動予定（２・３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 

２月→→２日、９日、１６日、２３日 

３月→→１日、８日、１５日、２２日、２９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 ２９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：  
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◆ＮＰＯ法人セトラひろしまのウェブサイト 
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