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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
「２月は逃げる、３月は去る」と言いますが、本当に時間が経つのが早い。このセトラ通信２月号も３月になってしまい
ました。すいません。なにせ２月は行事満載で落ち着いて書く暇がありませんでした。やっと今、何とか書ける気分になっ
た次第です。
２月は私のバースデイ・イベントがありまして、その準備のために１週間ほど深夜作業が続いておりました。自分の誕生
日に自分が頑張るという、何とも可笑しな話しですが、楽座さんのご協力に寄りましてお陰様で楽しい時間が過ごせました。
ご参加頂いた皆様にも感謝いたします。ありがとうございました。
そんな個人的な行事とは別に、これからの事業のためにも奔走しております。まずは目の前に迫った「ひろしま菓子博」
における中心部でのおもてなし事業です。「食べ歩きマップ」の作成と、セトラひろしまに委託された「アリス茶話会」の
企画です。茶話会は石丸氏に任せているので安心なのですが、マップ作成がドタバタしております。まだ製作できるかどう
かも未確定状態です。
もう一つの事業が今夏予定の「JRディスティネーション・キャンペーン」に連動したおもてなし企画である「イケ麺＆ス
イーツ食べ歩き」企画ですが、これは補助金獲得のために動いております。これもまだ未確定。どうなることか、胃が痛く
なる日々が続いております。
とにかく、今年は菓子博から始まり、広島県の「ピースアーチ」と、セトラも関わっている「アートアーチ」など、観光
に関わる事業が目白押しです。これらによって「おしい広島」が「おいしい広島」になることを期待しています。
さぁー、忙しくなりますよ〜！ セトラも頑張りますのでご協力の程、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
└─────────────────────────────────────────────────
◎グリ−ンプロジェクト
アリスガーデンでは、花達が春を待ち遠しくしています！！この季節になりますと、忘れてはならないことがあります。
3 月 11 日の大震災から二年になります。私は風化させてはいけない出来事だと思います。
人間は忘れる生き物だと私は思いますが、あの災害があり、様々なことを考えました。新しく綺麗な洋服を来て、美味しい
物を食べ、大きく広い家に住む等、いわゆる衣・食・住です。欲を持つのは人が生活していく上で大切なことですが、欲が
多すぎると大切なことを忘れてしまう気がします。次世代に何が残せるのか？ 矛盾したことが多いですが、考えることが
多い最近です。
（報告：オザキ マサヒロ）
■活動報告
○アリスガ−デン定期活動
☆２月２１日(木) ９：００〜１１：３０
参加者：グリ−ンスタッフ３名
作業内容：花柄摘み、フラワーポットの移動、清掃
○アリスガ−デン手入れ作業
☆１月８日(火) ９：００〜１１：００
参加者：グリ−ンスタッフ３名
作業内容：一般手入れ（除草、かん水、清掃活動）
■活動予定
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○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
バスから平和公園の桜並木を見ながら、枝がうっすらピンクがかり、春はそこまでやってきていると思わず笑みがこぼれる
頃となりましたが、依然寒気定まらない日々が続いております。皆様、体調崩さず、お過ごしでしょうか？
早いもので 3 月がもうそこまでやって来ました。
「おめでとうございます」という挨拶をついこの前までしていた気がします。
月日の経つ速さに驚かされつつも、月日が早く過ぎ去ることが手に取るように感じるようになると年を取った証拠だと
か・・・！？
ガーデナー倶楽部の会員たちは、春を心待ちにしながら咲き誇る花一杯で飾られた素敵な交流プラザ前を夢見て地道な活動
を続けております。ひたすら愛情込めて育てた花たちを行きかう人たちに愛でてもらえるかドキドキしながら、活気溢れる
通りとなるよう願っております。
■活動報告
☆２月１３日

■活動予定
☆３月１３日

交流プラザ前のハンギング及び焦げ鉢の花柄摘み
交流プラザ周辺の手入れ
サークル花壇の手入れ
定例作業
━━* 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 AH!イベント・ガイドブック》好評配布中！
……………………………………………………………………………………………………………………………………

予告 次回のＡＨ！
東日本大震災メモリアル
2013 年 3 月 9 日−１０日
2 日展開です！
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●ステージ
【3 月 9 日(土)】
13:00 中央通おらぼうデー
14:40 Alice First Chance
アリスのステージに挑戦！ベストチャンス賞は誰の手に！？
15:50 大道芸 ジキル
16:20 香取優希
16:50 ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ 広島を牽引するアイドル達のステージ 《正光女子、さくマイ、STUDIO MAPLE》
17:45 “Dance Dance Dance”バトル
19:00 The Club ScenE
広島の“漢”たちが繰り広げる極上のステージ
【3 月 10 日(土)】
14:00 The Loupes
14:45 Fe'n
15:45 少年フォーク
16:25 オールスターズ
17:15 ライブペインティング YUICHI ＡＨ！名物コーナー、アートによるメッセージ！
17:45 KIYO（ドラムソロ）
18:30 「広島ストリート魂」 竹弦、池端克章、佐々木リョウ
＊佐々木リョウプロデュース、実力派シンガーソングライターによる熱いステージ
●ブース

・東日本震災復興支援ブース
・イー・モバイル広島中央・ブース
・手作り雑貨ブース
・アーティストのプロモーションブース

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「もとまち自遊ひろば」
子どもの発想と創造力で自由に遊べる遊び場です。♪
【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 １月 活動レポート
新たなゆうえん隊 1 名（候補 1 名）入ってくれる。新規ゆうえん隊への説明不足な点もあったので、留意する。次年度に向
けての話し合いと、出張型プレーパーク（舟入地区）での申し入れ、2 月に旧日銀アートで遊ぶ自遊ひろば等の検討をおこ
なった。
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１，ひろば活動
６日（日）
晴 参加者２４名 リピート率３３％
２０日（日）
晴 参加者２８名 リピート率７８％

スタッフ数９名
スタッフ数１０名

２，会議など
18 日（金） 遊会 19：15〜セトラ会議室 参加者 5 名
26 日（土） ポップラ 材をとりにいく。
２，寄付金について
6 日 3000 円 20 日 円
のべ
南部崇さまより、折りたたみ式テーブルの寄贈があった。
３，諸連絡
日誌が、ＭＬの共有ファイルに適時ＵＰされているので、ご覧ください。
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
・公式メルマガ発行。ひろばの開催直近木曜日に配信
・昨年度からの参加者データを整理中。
・寄付品サイト立ち上げ、管理。

報告：松本浩樹（事務局担当）
………………………………………………………………………………………………………………………………………
旧日本銀行広島支店における市民提案による文化イベント
Hiroshima ＥＸsite

Play the ART アートで遊ぶ
自遊ひろば＠旧日銀
盛況の内に終わる！！
詳しくは次号でレポートします。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆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。
http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog-entry-68.html

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

これからのひろばのよてい (2013 年)
3/3(日)・17(日)
ひろばのじかん 10:00〜16:00
参加無料！
………………………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【４】文化交流プロジェクト
└───────────────────────────────────────────────

予告！3 月にボーダレス・ライブイベント開催！！！
BORDERLESS LIVE COMPLEX “Hiroshima EX vol.1 ”
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今回のイベント BORDERLESS LIVE COMPLEX

「Hiroshima EX」とは？？

「超える」
「広がる」という意味合いを持つ“EX”をキーワードとして、音楽・ダンス・パフォーマンス・アート・映像…
ジャンルを超えて気鋭のアーティストが集い、オリジナルな世界を表現します。そのボーダレスなライブ空間は、同じ状況
を共有し、互いの差異を尊重しながらも自らを露出することで、高密度なコミュニケーションを成立させようとする場です。
従来の枠からはみ出し、新しい関係性のもと創造される表現、その自らを越え共働する表現スタイル…そのスタイルこそ、
広島から発信されるべき文化スタイルと思うからです。ボーダレスにＥＸしましょう！
■期日：２０１３年３月３０日(土)・３１日(日)
各日 14:30〜20:00
■場所：広島市まちづくり市民交流プラザ マルチメディアスタジオ
■プログラム：
３月３０日(土)
14:30〜15:00 YUICHI（ライブペインティング）
15:20〜15:50 CASE
16:00〜16:30 Meme
16:40〜17:10 長山直人
17:20〜17:50 lechery
18:10〜18:40 春秋分点
18:50〜19:20 Raidiot
19:30〜20:00 エキセントリック少年隊
20:10〜20:40 少年フォーク
３月３１日(日)
14:30〜15:00 JAMa-z
15:10〜15:40 Criminal Bunny Girl
16:00〜17:00 「MATRIX/BASARA」(1hour show)
OKOTO バンド紗々・/榊記彌栄（箏・十七絃）/宮本 直美（和太鼓）
/野村彰浩（ピアノ＆シンセ）/湯浅幸司（サックス）/石丸良道（フルート）
/よこたよしき（ライブペインティング）/Moto（映像＋VJ）
17:10〜17:40
ALL ONE familia a.k.a 村人
18:00〜19:00
変態パフォーマンス級ドリームマッチ（仮題・1hour show)
*美音異星人/山下眞麗子/中島由美子
19:10 〜19:40 オールスターズ
■参加アーティスト：
《Music 》
オールスターズ /少年フォーク/Criminal Bunny Girl /春秋分点 / Meme /JAMa-z/長山 直人 /CASE / lechery/ALL ONE
familia a.k.a 村人/エキセントリック少年隊/Raidiot
「MATRIX/BASARA」1hour show
榊 記彌栄（箏・十七絃） /宮本 直美（和太鼓） /野村 彰浩（ピアノ＆シンセ） /湯浅 幸司（サックス） /KOTO BAND
“SyaSyaTen”
”
《Performance》 変態パフォーマンス級ドリームマッチ（仮題・1hour show)
美音異星人
山下 眞麗子
中島 由美子
《Art》
YUICHI /よこたよしき
《VJ》
moto（B LUCKS♪）
《音響》
ONE TWO MUSIC
■チケット イベント２日間フリーパス １，０００円
■主催：特定非営利活動法人セトラひろしま
＊財団法人広島市未来都市創造財団平成２４年度下期文化活動助成金事業
■イベント企画協力:ワンツーキカク ■協力：広島文化会議準備会
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■協賛：オリエンタルホテル広島、イー・モバイル広島中央（通信回線協賛）
◎ホットなアーティスト情報も、続々紹介しています！

Hiroshima EX 公式ブログ http://hirosimaex.blog.fc2.com/

┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
■活動報告（１月）
●袋町公園美化・定期活動➡➡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行いました。
■活動予定（２月・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→→７日、１４日、２１日、２８日
３月→→７日、１４日、２１日、２８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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