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

桜も散り日に日に暖かさが増す今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 私は先日、突然猛烈なめまいに襲

われて倒れてしまいましたが、注射を打って１日寝たら、けろっと治りました。その前に心臓の検査もしていたのですが、

それも異常なし。ご心配をお掛けいたしましたが、とりあえず大丈夫みたいです。 

セトラでは恒例の「大お花見会＠袋町公園」を４月１２日に開催しましたが、雨で１日順延したにも関わらず大勢の皆さ

んに参加して頂きました。特に法人化したばかりの「うらぶくろ商店街振興組合」の皆さんの飛び入りもあり、大いに盛り

上がりました。ただ予定人数をオーバーしたため食材が足りずご迷惑をお掛けしました。来年は、たっぷりと仕入れておき

ます。また、２名の方に新規に会員になって頂きました。ありがとうございました。 

「新藤兼人 百年の軌跡」も日銀跡地での展示を無事に終えることが出来ました。私も３回ほど受付をお手伝いしましたが、

予想していたよりも多くの来館者数で賑わっておりました。特に「新藤兼人と石内～母の面影～」という２０分のビデオ上

映が好評で、ほとんどの来館者が着席して鑑賞されていました。兼人監督の生い立ちがよく分かる、とてもよく出来た内容

でした。また目玉の「蔵」の再現は中央図書館に、「１００年前の石内村模型」は石内公民館に移設されて、引き続き展示

されます。 

そして「新藤兼人 百年の軌跡」のクライマックスは、５月１１日のベニチオ・デル・トロさんの来広です。この日には「テ

ィーチイン」や「プレミアム・パーティー」が開催されます。それぞれ入場券の販売と参加募集をしております。これによ

って最終的な売上が決まりますので、皆様奮ってご参加下さい。詳しくは関連記事をお読み下さい。 

それでは今月も「セトラ通信」をじっくりとご覧下さい。 

 （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 
 └───────────────────────────────────────────────── 
春になり、アリスガーデンでは、パンジー、ビオラの花が満開になりました！一気に暖かくなったので、公園などの木々も

新芽が出ています。 …頼まなくても、春が来ることを実感出来ます(笑)  
花以外にも、稲や夏野菜などは、今の時期に植えないと夏に間に合いません！ 少し待って！と自然にはお願い出来ないもの
です(T_T) アリスでも夏の花を植える準備を今からします。        
毎日泥んこ、ドタバタでゴザイマス m(_ _)m                       （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 
・３月１５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：トムハウス４名、アオギリ２名、中電ボランティア２名、スタッフ２名  計１０名 
作業内容：①追肥、除草、手入れ ②清掃活動 

  ・３月７日(水)・２０日(火)・２７日(火) ８：３０～１１：３０ 
    作業内容：①除草、追肥、手入れ ②かん水 ③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 

セ ト ラ 通 信 
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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 →→→ 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 
 

桜の花に雨が降り注ぎ、日本ならではの情景に思わず心奪われる季節がやっと来ました。皆さんは、どのようなお花見を

楽しまれましたか？心弾ませながら、平和公園の桜の中を通り抜けしたものの、今年の桜は何か変！雲のように花の固まり

がおり重なって咲き誇る姿には見えず、良く見ると中心となる太い枝がスポーンと切り落とされていました。「桜切るバカ」

と良く聞き来ますが、もう少し切り方があっただろうにと残念な思いばかり・・・台風で折れて無残な枝はそのまま？！こ

れも広島市の入札制度の有り方が生んだ結果？と思わず考えてしまいました。とても残念な思いをしたお花見散歩でした。 

今年の春の到来が少し遅れ気味により、花屋さんの花苗は小ぶりでやっと店先が賑わってきました。フラワーフェスティ

バルももうすぐ、今年は花の見ごろがちょうど合いそうな気がします。行きかう人たちをそっと温かく包み込む空間になれ

ばと願いつつ、交流プラザの美化作業に取り組みます。 

時々、倶楽部員の肥やしとなるみなさんのご感想・ご意見をどしどしお聞かせ下さい。お待ちいたしております。また、

メインイベントの１つ、袋町小学校児童との花育活動を５月１６日に行います。子供たちのパワーを貰い、若返りを望まれ

る方、是非ともご参加ください。 

パワーは、絶大です！！この機会に、お試しあれ！！お問い合わせお待ちしております。 

■活動報告 

☆４月１１日  雨天活動中止のため、来る４月２５日に行う特別Ｆ・Ｆ前の美化活動内容についての話し合い 

■活動予定 

☆４月２５日  Ｆ・Ｆ前の交流プラザ前の美化活動として、ハンギングの花苗の植替え・プラザ周辺及びサークル

花壇の手入れ 

☆５月１６日  袋町小学校児童との花育活動 

☆５月２９日  柳井「フラワーパーク」の見学 ９：００広島出発～１７：００広島着予定  

        ご一緒に行きませんか？大歓迎です。ご質問等、お問い合わせください。 

☆６月１３日  定例活動 大型コンテナの植替え 

                                                          
━━* 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 

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

街の『感性価値』アップ・・街文化はここから生まれる 

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…何よりも街が発信する『感性価値』の増殖を目指し、2004年4

月より、広島市の「へそ」、アリスガーデンで活動が続けられている。広島自生の街文化の今を示すショーケースであ

り、遊歩する多くの人々の足を止めている。 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
アリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！ 

今期のAH! 一段とパワーアップしてお届けします！ 
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Regular Event～今期新シリーズ 

好評のライブペインティング、広島 STREET 魂（スト魂）、「Alice First Chance」に加え、今期から、AH！の姉妹イベン

ト、インディーズの祭典「インディケット」に連動するライブとして“THE INDIKET ARTIST”が始まります。毎月1回、RCC

携帯サイト「広島音楽村」、インディケット関連コーナーの放送に合わせ、AH!でもインディケットで高評価を受けたアーテ

ィストを紹介します。 

 

加えて今期から、Cocoro-toプロダクション提供による次のような強力な新シリーズが始まります。 

 “Dance Dance Dance”バトル 

ダンス激戦区の１つである広島。全国区レベルのダンサーを数多くの排出する広島。教育科目としても取り上げられるよ

うになったダンスだけど、まだまだその底しれぬ魅力にみんな気付いていない。 

心から楽しくなる、そして踊りたくなるStageをバトル形式で皆様にお届けします。  

参加チーム：【SDA (Street Dance Area)/NABE】S  VS  【One Self/HIRO】 

“ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ” 

これを見たらあなたの心も一気にピンク色に染まる。広島を牽引するアイドル達のステージ。 

県外からも注目を集めるようになった広島のアイドルシーン。至るところでチームが発足され、それぞれに活躍の場を広

げていく中で、それを熱心に応援するファンが急増している。 しかし今の広島の市場では何組もメジャーなアイドルを放

出することは難しいであろう。 そう、座れるイスは限られている！ それならそのイス取り合ってもらいましょう！ これ

から広島のアイドルシーンはまさに群雄割拠の戦国時代を迎える。 

レギュラー参加チーム：りるーつ☆、Make palette(メイパレ)、KOD 

Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ Ｃｌｕｂ ｓｃｅｎＥ   

【DRUNKERS ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ×Cocoro‐to】 

広島の“漢”たちが、広島のど真ん中で繰り広げる極上のステージをご覧下さい。 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2012年4月14日  Hiroshima Alice Garden 

【イベントデータ】 

■日 時：平成24年4月14日(土) 

■協 賛：Wink presents「ミルカひろしま」キャンペーン（出店） 

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

■企画・制作：AH！STATION、Cocoro-to 

■観客動員数：晴れ             7,000名 

■内   容：ライブステージ・アートブース 

13：00 Alice First Chance 

大道芸人JEKYLL. ・ Moe ・ 落語家 平々亭青馬 ・ ゆうじ    

     ＊グランプリ受賞：平々亭青馬 

14:10 平々亭青馬 独演会 

14:50 The ひろしまClub Seen 

15:20 “Dance Dance Dance”バトル 

16:30 ライブペインティング 

17:10 池端克章  

17:50 ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ（アイドルーム） りるーつ☆・KOD 

18:30 スト魂 （辻啓太 ・ Mebius ・ 佐々木リョウ） 

■ブース 

◎アーティストのプロモーションブース 

◎手づくり作家マーケット 

◎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」入会キャンペーンブース（予定） 

＊イベント「ustream」生中継実施  

 

【詳しいレポートは来月号で！】 

【次回のAH!はフラワーフェスティバル・・5月3日・4日・5日です。お楽しみに！！】 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ここからは前回、3.10＆3.11のAH! レポートをお届けします。 

「ＡＨ！3.11 東日本復興支援スペシャル」 

東日本復興支援募金ブース開設 

 
震災から一年を迎えるにあたり今回の AH! は、東日本の明るく元気な明日へ向かって、広島からエールを送る意味合いを
込めて開催いたしました。集まった募金は全て日本赤十字社に寄付いたしております。 

■3月10日 

この日最初のステージは、まなみのりささん。 U.M.U AWARDで、見事、優勝しての広島凱旋です！ 「日本一」のご当地
アイドルのステージにアリスガーデンが湧きます。 
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続いては、中央通商店街による「おらぼーで」。3.11を忘れていない参加者の方々の「おらび」も多数、聞かれました。 
そして、Alice First Chanceのコーナーでは、今回もアリスガーデンに道行く人々を釘付けにした、大道芸人 JEKYLL.さ
んがNo.1に！ 夕方のステージでもお客さんが次々と集まっていました。MCとして女優を目指すあいちゃんも初登場！  

こちらもファーストチャンスでした。 

 
 

ライブペインティングでは、「くま」さんが、新たに「手紙家 熊谷哲也」としてスタートを切っての 
気迫に満ちた書を披露。また、YUICHIさんも、全身全霊のライブペイント。 
湧き上がり続ける思いと表現は観るものを圧倒します。 

 

第7弾となるスト魂は、Merciのお二人によるダンス、MAKIさんの活き活きとした歌声と音、さらに、急遽、ソロを披露
する大石和也さん。踊りだす観客の方も現れました。充実のステージが続きます！ 
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そして、THE CRANE FLYのボーカルでもある政成潤哉さんの登場。華やかさも渋みも備えて、終始、観客を魅了してや
みません。シリーズ主催の佐々木リョウさんは、今回、一層情熱のこもった歌。 
政成さんとのコラボも！ 

 

この日のラストは、ORBITさん。 
海外の方が客席に腰を降ろし、リズムを刻みながら熱心に聞き入る姿も見られました。 

国境を超えた魅力あるサウンドが一日を締めくくりました。 

 

■3月11日 

震災からちょうど一年となるこの日は、午後2時46分、すべてを止めて、黙祷を捧げました。 
 
この日のトップは、前日 First Chanceで優勝した JEKYLL.さん。今回も、そのパフォーマンスによって次第に人々の足
が止まります。 

 
 
続いて、ボーカルスクールCROONに所属するシンガーが続々登場！CROONのアーティストさん、First Chanceによく
挑戦して下さいます。Moeさん，ゆうじさんは，優勝者です。 
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そして、大河ドラマ「平清盛」を応援するべく、ひろしま清盛くんが登場！ さらに、佐伯景弘くんの姿も！ 

 

 
よしもと広島の芸人さんも登場するなど、このあとも、盛りだくさんの内容。 
前日に続いて、「手紙家 熊谷哲也」さんの渾身の書、YUICHIさんによる迫力のライブペインティング。 

 

 
ダンスバトルでは、実力派のダンスチームが登場！ 少年少女の爽やかさだけでなく、キレもあるダンスに、 
アリスガーデンを埋め尽くす人だかりができました。 
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続いては、Ｒｅ：√ｓ（りる～つ☆）・メイパレ・ＫＯＤ、3組のロコドルがパフォーマンス！ 
ここでも、やはり人だかり、アイドルたちの元気あふれるステージとバトルが見られました！ 

 

 
そして、ここからは、AH!の真骨頂とも言える弾き語りライブステージ。下定弘和さんのまろやかな歌声が響きます。 
多くのファンの方も詰めかけていました。トリは佐々木リョウさん。自身でも支援金の寄付など、常日頃から東北に思いを

はせています。そんな思いをのせた、優しい歌声が響き渡りました。 

 
「命」と向き合う広島という街から、ジャンルを超えた「生命力」あふれるそれぞれの表現が、 
「3.11」を想う二日間でした。 

 
(写真:NAKAYANXほか) 

(文章:近藤倫生) 
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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】広島インディーズの祭典 INDIKET 情報 

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

 

10月6日-7日  開 催 決 定 

INDIKET’11コンピレーションアルバム発売中！ 

１．“君を乗せた飛行船”／赤井仁美（5’22”） 

２．“さびしんぼう”／橘高優士（4’54”） 

３．“For you”／妙 華（4’38”） 

４．“春 感”／松本ナリアツ（4’47”） 

５．“たちまち”／も ゆ（2’54”） 

６．“君のうた”／オールスターズ（3’05”） 

７．“ハイビスカスのしずく”／うずら（5’27”） 

８．“君の家族へ～8ヶ月前～”／坂本 全啓（5’51”） 

９．“Happy Life.”／数田祐一バンド（4’07”） 

定価：800円 

インディケット関連情報 

RCC携帯サイト「広島音楽村」で4月より毎月1回放送！ 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】「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。  

 

 

藤兼人 百年の軌跡×ベニチオ・デル・トロ 
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新藤兼人監督を心から尊敬し、新藤兼人回顧展をニューヨークで開催した世界の名優ベニチオ・デル・ト

ロ氏の来広が決定しました。 
 
広島滞在中には、デル・トロ氏が最も感銘を受けたという映画「裸の島」のロケ地である三原市の宿祢島

を訪問するほか、新藤監督作品に込められた「ヒロシマ」と「郷土愛」という原点に触れるため、 
平和記念公園での慰霊碑献花が予定され、NTTクレドホールではプレミアムトークが行われます。 

ベニチオ・デル・トロ氏 

新藤監督の作品に強い感銘を受けたオスカー俳優ベニチオ・デル・トロ氏が、ディレクターとして自ら

選んだ 10作品と最新作『一枚のハガキ』をアメリカ・ニューヨークで上映する新藤兼人回顧展を 
2011年 4月 22日～5月 5日まで開催。これにより最新作『一枚のハガキ』のプレミア上映のほか 
原爆映画『原爆の子』(1952)のアメリカ初上映が実現した。 
『トラフィック』(2000)でアカデミー助演男優賞を受賞。 
『21グラム』(2003)でアカデミー助演男優賞候補。 
『チェ』(2008 スティーブン・ソダーバーグ監督)では主人公のチェ・ゲバラを演じ、 
第 61回カンヌ国際映画祭男優賞を受賞。 
 

 

ベニチオ・デル・トロ氏登場スケジュール 

ベニチオ・デル・トロ ティーチイン 

5.11(金) 19:00～20:00（開場 18:00） 
NTTクレドホール 基町クレド・パセーラ 11F（入場制限あり／座席数 700席） 
入場料 NTTクレドホール 3日間共通券（1,000円） 
※ティーチイン後の「裸の島」もご覧になれます。 
◎ゲスト ベニチオ・デル・トロ（俳優）、平川典俊（アーティスト）、新藤次郎（プロデューサー） 

「新藤兼人 百年の軌跡」プレミアム・パーティー 

5.11(金) 20:30～22:00（開場 20:00） 
リーガロイヤルホテル広島 4F クリスタルホール 
参加費 10,000円（250名限定／要メール予約：shindo100@cetra.jp） 
◎ゲスト ベニチオ・デル・トロ（俳優）、平川典俊（アーティスト）、六平直政（俳優）、 

新藤次郎（プロデューサー） 

八丁座舞台あいさつ 
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5.12(土) 12:00～12:20（「原爆の子」10:10～12:00上映終了後） 
八丁座 壱（170席） 
入場料 1,000円（全席指定席／八丁座窓口にて指定席券を発券） 
※4月 21日(土) 11:10より八丁座窓口にて指定席券販売を開始いたします。 
※ご招待券と御贔屓帳（ごひいきちょう）の無料ご招待はご利用頂けません。 
詳細は劇場にお問い合わせください／八丁座 電話 082-546-1158  

 

 

5 月 11 日-12 日-13 日 NTT クレドホールプレミアム上映会スケジュール決定！ 

 
 

▼詳しくは▼ 

「新藤兼人 百年の軌跡」公式ウェブサイト 

http://hyakunennokiseki.web.fc2.com 
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┏┓ 

┗■ 【５】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 

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

今期もやります！ 

中央公園冒険遊び場 

 

 

子どもの発想と創造力で自由に遊べる遊び場です。♪ 

場所↓  

  

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。 

 



 13

【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  

 

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

ひろばのよてい (2012年度前期) 

4/15(日)・29(日)  5/6(日)・20(日)  6/3(日)・17(日)  7/1(日)・15(日)・16(祝/月)・ 

8/5(日)・18(土)・19(日)  9/2(日)・16(日)・30(日) 

ひろばのじかん 10:00～16:00 

参加無料！  

 

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

【もとまち自遊ひろば レポート】 

【3月 4日データ】天候：雨   参加者数：5名 

【4月15日データ】天候：晴れ  参加者数：53名、内、33名がリピーター（リピート率62％） 

もとまち自遊ひろばブログ 

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

 

 

┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
今日（１２日）は前日と打って変わり、まったくの晴天で袋町公園の桜は真っ盛りで、気分良く美化活動ができました。落花

はそのままにゴミだけ集めて処理しました。夜は花の絨毯の上で毎年恒例のセトラの花見会、大いに盛り上がりました。 

それにしても午前中、満開の桜が、夕方には、すっかり葉桜に変わっていて驚きました。日中の気温上昇のせいでしょうね。

（本山）

 

■活動報告（３月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計５回、ゴミ収集と除草、パンジーの花柄摘みを行いました。 

●道の里親制度➡➡➡➡➡➡➡袋町公園周辺市道の清掃活動を５回行いました。 

 

■活動予定（４・５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 

４月→→５日、１２日、１９日、２６日 

５月→→１０日、１７日、２４日、３１日 

 

 
 

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 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：  
 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◇ 


