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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
先月は「寒くない」などと書きましたが、その直後からモウレツな寒さがやってきました。今日(12/15)は、寒波が和らぎそ
れほどでもないですが、またぶり返すでしょう。どうぞお気を付け下さい。
これを書いているのは総選挙の前日、まちなかも各候補の演説合戦が盛んです。しかし今回ほど混迷した選挙はないでしょ
うね。自民党が圧勝するのは目に見えてますが、選挙後、乱立した少数党はどうするのでしょう？ 自民党と連立？ アホ
らしい！ それなら最初から党を作るな！と言いたい。一致団結して国難を乗り切ろうなんて思わないんでしょうか。結局
は自分たちのことしか考えていないってことですよね。しかも議員の歳費削減を謳っている党は非常に少ない。ほんとにイ
ヤになります。圧勝しても自民党さん、おごらずに本当に国のためになる政治をして下さいよ。どこかの党みたいに「国民
のため」ってバラマキするのだけは止めて下さいね。
さて毎年恒例、セトラひろしまの「大忘年会」を今年も同じく年の瀬に開催します。２６日(水)です。すでにご案内は届い
てると思いますので、出席される方は「必ず」メールを返して下さいね。いつもは楽座で、私の手料理を出していましたの
で、人数もアバウトで良かったのですが、今年はちゃんとしたイタリアン・レストランで料理が人数分しか出て来ませんの
で、出席出さずに突然来られても、食べるものがありませんよ！ よろしくお願いします。いつもの「豪華景品付きビンゴ
大会」もやります！ どうぞお楽しみに！
セトラ事務局のパソコン２台を作り替えました。エディオンの開店セールを狙って高性能パーツを安く仕入れ、クワッド
CPU+SSD+ネットサーバ構成の超高速・安心パソコンに生まれ変わりました。これで後３年間は余裕で作業ができるでしょう。
ただし、３年後にはSSDの交換が必要になりますけどね。その時にはSSDがもっと安くなっているか、新しいデバイスが登場
しているでしょう。
セトラも１０年目の節目を迎えたこの一年、皆様のご支援・ご協力で何とか業務を進めることが出来ました。本当にありが
とうございました。まだまだ課題の多いセトラですが、広島をもっともっと面白くするために頑張りたいと思います。理事
一同共々、来年もセトラひろしまを何卒よろしくお願い申し上げます。それでは、良いお年をお迎え下さい。
（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
気がついたら忘年会シーズン！！アリスガーデンでは最近まで、水遣りや炎天下に悩まされていたと思えば、今度は寒さ
対策の冬です。
。年々一年が早く感じられます（泣）
今年の目標でした「前向きに」は自分なりに評価すれば 4 割は出来ていたと思います。苦手な夏の暑さに心が何度か折れか
けましたが、怪我もなく一年が終わろうとしています。最後まで気を引き締めて、来年に繋げて行きたいと思っています！！
本年もありがとうゴザイマシタ m（＿ ＿）m
■活動報告
○アリスガ−デン定期活動
☆１１月２２日(木) １０：００〜
参加者：トムハウス作業所４名 アオギリ１名 中電２名 セトラグリーンプロジェクト３名
作業内容：①夏の花（ニチニチソウ等）抜き取り、ランタナ、ヤブラン整枝
②冬〜春用ビオラ苗植え付け（オブジェ下）
③かん水 ④清掃活動
☆１２月２０日(木) １０：００〜
ビオラ、ノースポールの植栽及び散水
詳細は、次号にてご報告いたします。
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○アリスガ−デン手入れ作業
☆１１月２日(火)・９日(火)・３０日(火) ８：３０〜１０：３０
参加者：グリ−ンスタッフ延べ９名
作業内容：一般手入れ（植え込み、除草、かん水、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
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
真紅に色づいたポインセチアが街を彩る季節となり、いよいよ今年も残り少なくなってきました。
本年も、倶楽部に温かいご厚情をいただき有難うございました。厚くお礼申し上げます。
お陰さまでハンギング植替えを楽しく笑い声を響かせながら、今年最後の活動を終えることが出来ました。
来年は、セトラ通信で告知いたしましたように、倶楽部のアピール・新会員の発掘・会員のスキルアップを目指したイベ
ントを行います。詳細については、後のセトラ通信でお知らせいたしますので、参加者案内協力をお願いいたします。
来年こそ、活気が戻り、笑顔あふれる広島になることを念じながら、新年を迎えたいと思います。
皆様、ご自愛の上、素敵なお正月をお迎えください。
■活動報告
☆１２月１２日(水)
[午前] プラザ前のハンギングの植替え・大型コンテナの植替え作業
花苗：ガーデンシクラメン・ビオラ・アイビー
[午後] 矢城先生を囲んでイベント打ち合わせ１
■活動予定
☆ １月 ９日(水)
午後１時３０分〜
定例活動（プラザ周辺の花の手入れ）
午後２時３０分〜
イベント打ち合わせ２

━━* 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」として採択されています。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2012 年下期のイベント・ガイドブックを作成しました。AH! より多彩で充実した内容となっております。協賛企業の各
位に感謝申し上げます。
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《2012 年下期の AH!イベント・ガイドブック》好評配布中！

REPORT

11 月 18 日 イベント AH! レポート
《ライブペインティング》
YUICHI さん、今回は、トップバッター！10 分間、キャンバスに展開されていくストーリー――
常に、表現を追求する姿があります。
（画像：下左）

《KOTO バンド SYASYATEN》
箏（こと）の演奏をストリートで目にするのは、めずらしいのではないでしょうか？11 月 3 日の並木サワグルミイベントに
続いてのまちなかでのライブ、アクティヴに活動中です！（画像：上右）
《IDOL-ROOM》
今回は 5 組が登場まずは、KOD さん！地元甲田への愛情全開、勢いのあるパフォーマンスです！（画像：下左）

つづいて正光女子さん！こちらは、会社愛・仕事愛全開です！（画像：上右）
Milky way さんは、IDOL-ROOM 初登場。この身体能力！（画像：下左）
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そして、身体能力といえば Make palette さんも！全員のクラシックバレエ経験を生かした表現！IDOL-ROOM のステージでは
サンタの衣装での登場でした。
（画像：下中）

そしてさくマイさん。見覚えのある二人――実は、正光女子のさくらさんとマイマイさんによるユニット――
雰囲気をがらりとかえてのステージです！
《Hiroshima Club scenE》
まずは初登場 Tiga さん！クラブミュージックにあまり親しみのない人でも聞きやすい楽曲―（画像：下左）
。つづいて前回
に引き続いて登場してくれた ACE COOL さん！歌とラップが織りなす人を引き込むステージ。(画像：下中)。そして ACE COOL
さんと CAZUMA さんのコラボ！さらに Tiga さんと ACE COOL さんのコラボも見られました。
（画像：下右）

《広島 STREET 魂》
最初は、THE POO のお二人、東京から来てくださいました！スタイリッシュなリキヤさんとドレッドスタイルのタケシさん。
暖かい楽曲が心に響きます。
（画像：下左）

続いて登場の大督さんは京都から――力強くてまろやかさもある歌声――現在、1st シングル「あの日の香り」が発売中！
（画像：上中）
佐々木リョウさん、この日は、すでに 2 ステージを終えてアリスガーデンに！3 ステージ目となるスト魂ももちろん全力投
球！！RCC さんが主催についてくださった並木ジャンクションでのワンマンライブ「バースト“愛”ランド〜12・24 ミチヅ
レ大作戦〜」もいよいよ間近です！！（画像：上右）
《Dance Dance Dance バトル》
この日は、いよいよ Nabe 派と Hero 派の今期最終決戦！白熱のバトル・バトル・バトル――つめかけたお客さんも息をのみ
ます！！最終結果は……Hero 派が総合優勝の栄冠をつかみ取りました！！
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《INDIKET グランプリ》
10 月 6・7 両日開催した姉妹イベント INDIKET、いよいよ、グランプリの表彰！！各部門ベスト 4 の中から一般投票を経て
パフォーマンス部門は Make palette さん！音楽部門は少年フォークさんが、それぞれグランプリに輝きました！！
Make palette さん、今度はウィニングステージです！情熱全開で勝ち取ったグランプリでした！（画像：下左）

トリは音楽部門グランプリ 少年フォークさん！独創的な世界、スタイルが炸裂しました。
（画像：上右）

【Note】
今回は、えべっさんということもあり、AH! も中央通歩行者天国の催しとあわせて開催！アリスガーデンも人でごった返す
一日でした！
ぶんこさんによる子育て支援ブースも展開し、また、中央通ではゴミステーションの管理・街のクリーンアップにおそうじ
隊も出動しました！
関係各所の皆様、お疲れ様でした。そして、たくさんのご来場ありがとうございました！！
ひきつづきイベントアリスガーデンパフォーマンス広場 AH!をよろしくお願いします。
(文章:近藤倫生)

REPORT
2012 年 12 月の AH!
【イベント実績】

アリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！ レッドリボン・スペシャル
＊世界エイズデー 「レッドリボン キャンペーン in 広島」共催
■日
時：平成 24 年 12 月 8 日(土) 12：30〜20：15
■共
催：世界エイズデー 「レッドリボン キャンペーン in 広島」
（広島市、広島県、社団法人広島県臨床検査技師
会、特定非営利活動法人りょうちゃんず）
■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
12:30 Alice First Chance
①MAGNET（アカペラ・デュオ） ②竹内哲也（ギター弾き語り）③佐藤真語（ギター弾き語り）④楠美月（キーボード
弾き語り）⑤MIYUU（VOCAL） ベストチャンス賞：楠美月
13:45 レッドリボン・キャンペーンイベント
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「フリータイム」のライブ＆トークショー（13：45〜14：45）
「アンジュヴィオレ広島」のトークショー（14：55〜15：15）
15：15 BMX パフォーマンス TAKA 他
15:30 ライブペインティング YUICHI
15:55 ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ
正光女子、さくマイ、メイプルユニット
16:25 “Dance Dance Dance”
STUDIO One Self/HERO と SDA(Street Dance Area)/NABE によるダンス作品
17:30 The Club ScenE ACE COOL・トイソルジャー
18:30 「広島ストリート魂」 ①ひげ G
②森恵（from 東京） ③佐々木リョウ
■ブース
・世界エイズデー 「レッドリボン キャンペーン」ブース
HIV／AIDS 啓発に関するパネル展示やパンフレット等啓発物品配布
HIV／AIDS に関する啓発活動を行っている団体や活動のＰＲ等
コンドームの配布と感染予防のための使用の呼びかけ
・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
・ガブルバーガー

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

次回は来年３月 9 日(土)・10 日(日)です。 2 日展開です！
1 月・2 月は寒いのでお休み！来年春一番、3 月にお目にかかりましょう！
広島のカルチャーをアリスガーデンから全世界へ!!

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】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

子どもの発想と創造力で自由に遊べる遊び場です。♪
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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 1１月 活動レポート
■11 月のひろば開催日、こども参加者数、ゆうえん隊等スタッフ参加者数
11 月 4 日（日） 晴れ 参加者：43 名 +ロープワーク研修
11 月 18 日（日） 晴れ 参加者：31 名
11 月 23 日（祝・金）

ゆうえん隊:9 名+ボランティア：1 名+講師 1 名（石丸勝三）

ゆうえん隊:6 名

アニバーサリースペシャル 晴れ 86 名

ゆうえん隊:12 名

（画像：
＊11 月 4 日：ゆうえん隊＆保護者向けのロープワーク講習会がありました。講師は彫刻家でもある石丸勝三氏です。
下左）

＊寄贈いただいたテント。受付テントとして使用。
（画像：上右）

＊11 月 4 日の様子
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＊11 月 23 日アニバーサリーの様子

＊毎回詳細に作成される活動記録（六百田さん作成 12 月 23 日の記録）
☆『Sana*Sana さまより テントの寄贈がありました。
』
もとまち自遊ひろばの会では、自主財源の取り組みの一環としてａｍａｚｏｎサイトを利用した、
『寄付品のお願い』を行っています。
http://www.amazon.co.jp/gp/registry/registry.html?ie=UTF8&id=2P7IU0EMSV5UO&type=wishlist （ａｍａｚｏｎサイト：もとまち
自遊ひろばの会）
このサイトを閲覧くださった Sana*Sana さまから、テントの寄贈を頂きました！自遊ひろばの会のテントはいつ壊れてもおかしくない状
況でしたので、本当にありがたいです。Sana*Sana さま、ありがとうございました。大事に使わせて頂きます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ひろばでは、当日の自遊ひろばのお手伝いをしてくださる 「支え隊」を募集しています。
たとえば・・・
・ひろば設営の準備及び片付け
・大人カフェでの企画のお手伝いなど・・・
こんな方におすすめ！
・ひろばの活動を「なにかしてみたい」方。
・お子さんが、ひろばで遊んでいて、時間が空いている方
詳しくは、ひろばスタッフにお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆『自遊ひろば公式ブログ』ひろばの様子をぜひブログでご覧ください。
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http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog-entry-68.html

報告：松本浩樹（事務局担当）
………………………………………………………………………………………………………………………………………

これからのひろばのよてい (2013 年)
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！
………………………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【４】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
“えべっさん” おそうじ隊活動も、お陰様で無事に終わりました。ご参加のみなさん、ごくろうさまでした。今年は初めて
の日曜開催となり、メンバーが集められるか心配で、募集活動を２か月前からスタートしましたが、新規の参加希望団体が相
次ぎ、予想を大幅に上回る４２人が集まり、嬉しい悲鳴の状態でしたが人数にゆとりがあった分、おそうじ隊活動と共にイベ
ントも充分に楽しんでもらえたと思います。
１１月２２日、袋町公園の花壇に黄色、青、白のパンジーを植えました。今回もガーデナー倶楽部のみなさんの指導で、総勢
２５名で楽しく植え付けができました。今年の美化活動は１２月２０日（累計３２２回）で終了します。新年は１０日からス
タートです。
私事ですが、
“えべっさん”が終わり、
“基町自遊ひろば”イベントも終了した翌日より関東、東北への旅に出ました。北上市
在住の旧友の案内で釜石から宮古まで、三陸沿岸の大津波被災地の状況を確かめてきました。４０名余が亡くなった岩手県大
槌町の役場跡に立った時は、思わず涙がこぼれて止まらなくなりました。やはり現地へ行き、自分の五感で受け止めることが
大事だと痛感しました。
■活動報告（１１月）
●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計４回、ゴミ収集と除草を行いました。また、花壇にパンジーを植え込みました。
●道の里親制度➡➡➡➡➡➡➡袋町公園周辺市道の清掃活動を４回行いました。
●えべっさん おそうじ隊活動➡➡中央通りにゴミステーション６箇所を設置し、分別収集しました。
■活動予定（１２月・１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
１２月→→６日、１３日、２０日
１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/
━━* 会員のみなさまへ！*━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆現在の会員数： 正会員 ３１人 協力会員 ３１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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