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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
お盆を過ぎても暑いですねぇ！ ヒートアイランドのど真ん中の我が家では毎年のことですが、昨年よりも少しましな気が
します。実は７月に「遮熱塗料」という新兵器で屋上をコーティングすることを計画していました。こうすると２〜３度室
温が下がるらしいのです。しかし思い立ったのが遅すぎて、今年のことにはなりませんでした。今年は少し楽だったので助
かりましたが、来年は実行します。
この夏は、ＳＦ映画オタクの私にとって夢の季節となりました。「アメイジング・スパイダーマン」から始まって「ダー
クナイト・ライジング」、リメイク版「トータル・リコール」、エイリアンの前日譚である「プロメテウス」そして本命！
『アベンジャーズ』！私はこれを４年前から楽しみにしていたんですよ！ 3D吹替と2D字幕、２回観ました。私は特にアイア
ンマンが好きですが、登場するヒーロー達それぞれに個性と苦悩そして見せ場があり、誰かに感情移入が出来るようになっ
ています。観れば絶対にハマること受け合いです。未見の方は是非どうぞ。字幕に抵抗のない方は、そちらをお薦めします。
この夏のもう一つのお楽しみは、２年に一度の「広島国際アニメーションフェスティバル」でしょう。今年は中心部でも
前夜祭としてパレードやアリスガーデンでのイベントもありました。ただいま開催中です。みんなで盛り上げましょう！．．．
でも、１４回目の割には市民への認知度がまだまだ低い。日本の誇るアニメを広島から発信するのは素晴らしいことですか
ら、何かもっと知恵を出したいですね。もう少し商業アニメを取り込むことができれば、、、コミケのように著作権フリー
の日を作ることが出来ればねぇ．．．
さぁー、まだ暑い日は続きますがどうぞお体を大切にして乗り切りましょう！ 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
└─────────────────────────────────────────────────
グリ−ンプロジェクト
8 月を迎え、暑いの一言だけです！！ アリスガーデンでは水やりに追われる日が続いております。
人工的に植えた花や木は、あまりに雨が降らない日が長引くと弱って急に枯れてしまうことがあります。皆様の身近な公園
やお庭などにも、植物があると思います。葉っぱがしおれたり、赤くなる症状が出てましたら、お水をあげて下さい！夏場
は毎日朝、夕、出来れば二回、忙しくて仕方ない場合でも、どちらか一回は必要と思います。そしてよく質問される水の量
なんですが、根の周りの土を掘って約 5cm の所まで湿気てないと、あまり効果がありません。植物を育てるのに大事なのは、
やはり水と思う今日この頃です。
・・・早く涼しくなって下さい！！！
（報告：オザキ マサヒロ）
■活動報告
○アリスガ−デン定期活動
☆８月２３日(木) １０：００〜
参加者：アリスガーデングリーンプロジェクト 牧野 松原 小笠原 尾崎
作業内容：散水、除草、駐輪場横の清掃活動、プランターのマーキング（位置設定補修）
第三木曜日が、お盆休みになっていましたので、第四週目 23 日に変更しました。
第四木曜日に変更した為、企業ボランティアさん 作業所さんはお休みでした。
※ホースのジョイント部分が、また壊れていました。どなたか間違えた使い方をされているのではないかと思います。
■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 →→→ 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
残暑お見舞い申し上げます。未だ耐えがたき酷暑！皆様、いかがお過ごしでしょうか？
どんなに雨降りを願っても叶わぬ今夏でしたが、お盆に入るや否や雨が降り、安芸門徒の象徴である盆燈篭で賑やかに迎
える光景を見ながら、小さいころ燈篭をかき分けかき分け目的の場所へ行ったこと、朝露で燈篭から色水が垂れて T シャツ
が色々な色に染まったことなど思い出しました。
非情な思いの中で木々にとっては恵みの雨として少し潤ったことでしょう。
ロンドンオリンピックでは、女性パワーさく裂！寝不足なんて・・・と張り切ってテレビの前に陣取り待ち構えたものの、
楽しみにしていたシーンはウトウト見逃し、結局は、何度も再生される録画を見る羽目に・・・レスリング・重量挙げ・柔
道・アーチェリー・卓球・フェンシング・ホッケー・自転車・乗馬など初めてじっくり、ドキドキ興奮してみる自分に驚き
ながら、充分楽しみました。
久々広島市から出場した高校野球は、開会日で残念な結果でしたね。土を袋に入れる姿は、いつも変わらず時が遡った感
じがします。突っ張った風貌の高校球児もこの瞬間、可愛く見えてしまいます。う〜ん！！
やっぱりスポーツは、最高ですね。スポーツで盛り上がった暑〜い夏でした。疲れを秋まで残さず、お過ごしください。
■活動報告
☆８月１日(水)
「原爆の日」を迎えるにあたり、サークル花壇・交流プラザ前の手入れ・水やり・追肥作業
■活動予定
☆８月２８日(火)
ソーシャルガーデナー倶楽部 第８期総会
「袋町小学校 花育活動」の花苗育成のための種まき作業
☆９月１２日(水)
定例活動日
交流プラザ周辺・サークル花壇の手入れ

━━* 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。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
【トピック（NEW）】
■平成 24 年度 8 月以降の企画は、平成 24 年度広島市「区の魅力と活力向上推進事業」として採択されました。
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2012 年８月の AH!
【イベント実績】
■日
時：平成 24 年 8 月 18 日(土)
■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
■企画・制作：AH！STATION
■協
賛：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 内 容：ライブステージ・アートブース
●ステージ
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13:00〜 Alice First Chance ①カトジュン From rutile ②川西晃 ③Megumi ④sin

＊ベストチャンス賞 Megumi
14:10〜
14:50〜
15:20〜
16:10〜
16:50〜
17:20〜
17:35〜
18:40〜

石川真帆
THE INDIKET <うずら>
ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ <メイパレ、正光女子>
ライブペインティング<熊谷哲也、Yuichi>
The Club Seen<ZAO、TOY SOLDIER>
香 音(カノン)
“Dance Dance Dance”バトル<HERO 派 VS NABE 派>
「広島ＳＴＲＥＥＴ魂（スト魂）
」<merci、トミタショウゴ、Nabi、佐々木リョウ>

●ブース
・イー・モバイル広島中央・ブース、
・アーティストのプロモーションブース
・Beer＆Boods ブース 他

【詳しいレポートは来月号で！】
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ここからは前々回、7 月の AH! レポートをお届けします。
7 月 15 日の AH!、とにかく風の強い中でスタートしました。飛びそうなテント……飛び回るスタッフ……
なんとか会場を整えて……コンテスト企画 Alice First Chance 開始！

大石 和也さん、佐藤 真語さん（左）
、加藤 雅大さん（中）
、U 字神事さん（右）
、
4 組の中から競り合いを制したのは、大石和也さんでした！（下左）

続いては THE INDIKET。毎年 1 回開催しているインディーズの祭典 INDIKET から受賞者が登場するコーナーです。
7 月は、INDIKET'11 ベストクリエイティブ賞のもゆさん。
「生活あるあるソング」の数々は、まさに独創的です。会場に笑
いを巻き起こします。
（右）
IDOL-ROOM では、Candy doll（通称 きゃんどる）のみなさんが初登場！（左）
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常連の KOD のみなさんも、地元甲田への情熱を炸裂させます。
（右）
ライブステージには、石川真帆さんが登場しました。確かな歌唱力――オリジナル曲も披露！（下左）

Hiroshima Club scenE は、いわゆるハコの中で夜型の活動が中心のクラブシーンのアーティストやクラブカルチャーを昼間
のオープンスペースで、いろんな人に知ってもらおうという企画でもあります。
まずは、ZAO のステージから。
（※MC トモティさんの指摘どおり「さん付け」すると、雰囲気が崩れるため、ここでも敬意
を込めてあえて呼び捨てで）彼の「自分の経験と感情」が息づいた HIP HOP です。
（上中）
そして、再び AH! にやってきてくれた TOY SOLDIER のお二人。会場を自然と巻き込んでいくステージ――
Dance Dance Dance バトルは、今回も熱い対決が繰り広げられ、大勢の観客の視線がその動きを追いかけます。
（上左）

お客さんたちの判定は……ついに Nabe さんチームが雪辱！IMPACT が優勝しました！！
そして、広島 STREET 魂。トップバッターは、広島のフォークデュオ コンクリートさん、スト魂 2 度目の出演。伸びやかな
歌声――今回は、雨の襲来も免れました！（右）
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GreenSupply（グリーンサプリ）さんは、スト魂、初登場！ですが、2006 年には、AH! のステージに登場されたこともあり
ます。心地良い音楽が響きます。
（左）
スト魂トリは、佐々木リョウさん。その歌声は、通りすがりの方にも評判です。
「魂がある」という声が聞かれたことも！！
まさに、STREET 魂！

ライブペインティングは今回は、大トリ！特別バージョンでお届けです。
手紙家 熊谷哲也さんの書は、竹山流津軽三味線の師範 田岡隷山さんとカホン 大石和也さんとのコラボ。
「ラッセーラ、ラ
ッセーラ、ラッセー、ラッセー、ラッセーラ！！」とねぶた祭の掛け声も（左）

YUICHI さんのライブペイントは、ドラムと光との共演ドラムは Orbit の kiyo さん、光は、ketalight さん。表現の共振で
す！（右）
ブースも賑やかでした。はんこ屋 Honono さん。AH! ロゴのはんこもつくっていだだきました！小さな文字も、肉眼＆手彫
り！！
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そして、パイナポー。就労支援センターアーチさんによるカットフルーツの販売！
AH!では書のパフォーマンスでお馴染みのくまさんもメンバーとしてブースに。
（右）

生ビールのブースもオープン！設営中、YUICHI さんの姿も。
（中）
子育て支援ブースも開設。広島文教女子大学パパママ応援団ぶんこのみなさんにご協力頂いております。
（右）
（報告：近藤倫生）

【次回の AH!は……9 月 16 日(日) お楽しみに！！】

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
└──────────────────────────────────────────
《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

中四国最大の広島インディーズの祭典！
日時：2012 年 10 月６日（土）
、７日（日） 2 日開催 12：00〜20：00
会場：中区 アリスガーデン
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参加者募集〆切り間近！！！
アート部門エントリーにはまだまだ余裕あり！

【トピック（NEW）】
●音楽部門ではすでにアーティスト、沖縄 1 件、東京から 3 件の参加申込みなどがありま
した。SNS などを活用して参加募集をしておりますので、参加の輪は昨年に増して広がる
ことが期待できます。また今年は、PV など活動場面を動画サイトにアップしていることが
条件となっていますので、参加者のレベルもアップしそうです。
■今年のインディケットについて また 参加者募集要項については・・・

★INDIKET HIROSHIMA 公式サイト HP：http://www.indiket.net/
■Facebook ページも開設しています
★http://www.facebook.com/indiket

＋
《プロモーション・ブース》

《プロモーション・ステージ》

┏┓
┗■ 【４】広島文化会議 NOW
└──────────────────────────────────────────

原爆死没者供養・被爆 67 周年 平成 24 年度 ピースメッセージとうろう流し

慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music”
■日時：2012 年 8 月 6 日(月)
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■場所：元安川親水護岸 とうろう流し会場
■主催：とうろう流し実行委員会（広島祭委員会・広島市中央部商店街振興組合連合会）
■共催：hapeace(ひろしま平和芸術週間)
■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
■内容：

●慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music” 18：00〜21：00

＊流れ行くとうろうに音楽を捧げました。
【2012 とうろう流しゾリステン---音楽奉献団】
《筝・17 絃》榊 記彌栄大野 友梨子《篳篥》三浦 元則《クラリネット》伊藤 紀江《シンセサイザー》船田奇岑 《ギタ
ーエレクトロニカ》marron《打楽器》宮本 直美《クリスタルボウル》 はら・まゆ魅
とうろう流しの現場そのものがある強度ある風景に昇華した。流れ、たゆたう灯とうと音楽が、その風景を誘った。
それぞれ実力のある演奏者ではあるが、ことさら無名性のもと、ほぼ即興的に演奏された音は風景に応答し、そこには広島
でこそ、表現されうる密度の高い何かがあった。
一帯の多くの人々が、その風景の臨場を確認し共有した至福とも言える時であった。
（石丸）

┏┓
┗■ 【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
└──────────────────────────────────────────

中央公園冒険遊び場
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子どもの発想と創造力で自由に遊べる遊び場です。♪
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

【もとまち自遊ひろばの会 ７月 活動レポート】
ひろば活動は、参加者の減少傾向がみられる。天候不順もあるが、いちまる作戦（ひろばから 1キロ内の小学校 1年生〜3
年生にチラシをまく。順次、保育所、幼稚園も行う予定）やメールマガジン（同意書で情報が欲しいという方に送信）等で再
広報をする。また、 16日のひろばでは保護者に連絡をとり、病院に行くケガが発生した。緊急時の対応と、 普段のひろばの
ハザードについて、見直しを行う。

【１】ひろば活動
７月１日（日）小雨→晴 参加者１０名 リピート率３０％（基町地域 1名） スタッフ数 １５名（ボランティア６名）
７月１５日（日）くもり 参加者24名（基町地域１名） リピート率７１％ スタッフ数1０名
７月１６日（祝・月）晴 参加者21名（基町地域４名） リピート率５７％ スタッフ数 ６名
【２】会議、行事参加など
９日（月）フマキラー話し合い 18:00〜 参加者３名
９日（月）フマキラー話し合い
１２日（木）遊会 19:15〜 21:00 セトラひろしま 参加者７名
【３】諸連絡(詳細はＭＬの日誌参照)
・ゆうえん隊の関わり方（リピーター、始めてくる子）それぞれで変えていく。
・大人の遊び心、ほどよい距離感で交流の場(大人)をつくっていきたい。
・炭は燃えるゴミ！また火おこし、刃物系は見守りゆうえん隊を。
・火のやる場所を配慮(ご意見を頂く)葉や枝に煙が行かないような場所等。
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・熱中症予防。ゆうえん隊も（ジャグは子ども優先）
・片付け、時間を要するものは早めに行う（絵の具、泥、火）
・使い終わった工具は元の場所に戻すように伝える。
・フィールドにガラスの破片が落ちていた。フィールドチエックをしっかりする。
【４】事務局の活動（定期活動以外）
・運営マニュアル今年度版作成中（簡易版を 8月 5日には間に合わせるように）
・ひろば関係者、同意書メールアドレス記載者向けのメルマガ発行。月 1ペース。
・昨年度からのデータを整理中。アンケート中間報告の準備。 ５，
《８月のひろばの予定、基町地域の予定》
５日、1８日、1９日 ひろば開催 6日 慰霊の集い（基町小登校日）12日 原爆慰霊盆踊り 26日 中区子どもまつり
報告：松本浩樹（事務局担当）
………………………………………………………………………………………………………………………………………

これからのひろばのよてい (2012 年度前期)
9/2(日)・16(日)・30(日)
10/7(日)・21(日)
11/4(日)・18(日)・23(祝/金)
12/2(日)・16(日)
1/6(日)・20(日)
2/3(日)・17(日)
3/3(日)・17(日)
ひろばのじかん 10:00〜16:00
参加無料！
………………………………………………………………………………………………………………………………………

おとなカフェ ガラスモザイク ワークショップ
〜 ステンドグラスのガラスを使って モザイクを楽しもう！
〜予めカットしたガラスを自由に選び、額にボンドで貼り付るので簡単！

日

時 ：2012 年 9 月 2 日（日曜日） （雨天の場合：9 月 16 日（日）に延期）
10 時〜15 時
（体験時間 約 1 時間）
会 場 ： もとまち自遊ひろば （中央公園芝生広場（中区基町）西側の一角）
対 象 ： 材料の都合上、対象は大人（保護者）のみ
参加費 ： 小さい額 ５００円 ・ 大きい額 １，０００円
申込み ： 当日自遊ひろば受付にて整理券をお配りします。整理券番号順に体験していただきます
定員 15 名程度 （材料がなくなり次第終了いたします）
＊参加費から材料費等を除いた金額を、自遊ひろばの運営に使用します

もとまち自遊ひろばブログ

http://boukenasobiba.blog.fc2.com/
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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┏┓
┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
■活動報告（７月）
●袋町公園美化・定期活動➡➡ゴミ収集と除草を回行いました。
●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（８・９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
８月→→２日、９日、２３日、３０日
９月→→６日、１３日、２０日、２７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 ３１人 協力会員 ３０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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