097 号 2014.01

セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
謹んで新年のお慶びを申し上げます。旧年中は大変お世話になりました。今年も変わらずお付き合いの程よろしくお願い
申し上げます。今年も皆さんにとってもセトラにとっても良い年になりますことを願っております。
さて、新年早々セトラは旧日銀跡地で毎年行われている「Hiroshima EXsite」の中で今年は「 ひろしま街文化展」を開催
しています。昨年開催された「イノコ大福フェスタ」のビデオ上映を中心に「AH!」の写真展示などが行われています。また
先日１８日には、トーク・セッション「どうなる広島街文化シーン」が、若いアーティスト達を中心として熱心に語り合わ
れ、
、２５日は「旧広島市民球場跡地を文化イベント広場に！」を、広島文化会議メンバーを中心としてプレゼンとディスカ
ッションが予定されています。どちらも広島の今後を左右する重要なテーマです。これからも注視していきたいと思います。
昨年開催された「イノコ大福フェスタ」を継続したいという熱い声も届いています。可能性を探るための「準備会」を立
ち上げたいと考えています。ご興味のある方はお知らせ下さい。
なお、いつもセトラ通信を編集してくれている並木通りの木村さんが産休に入られている（１月３０日出産予定）ので、
内容が不完全であったり、少し出稿が遅れますことをご容赦下さい。それでは今年最初の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
昨年暮れに、とても悲しいニュースが飛び込んで参りました。
夏場の暑い時期に花壇に水遣りや、清掃活動をお願いしていた方がお亡くなりになりました。人手不足で、手伝ってくれる
人がいなくて困り果てていた時、二つ返事で引き受けて下さいました。
・・・朝早くから、私と二人で清掃、水遣りをしている時に、心に残った言葉があります。
「見た人がすれば良いんです」
（散乱したゴミを人任せにするのではなく、目の前で見た自分が掃除すれば良いと言うことです。
）
その言葉を私は忘れません。そして人に押し付けることなく、利害なく汗を流して作業されていた姿を忘れません。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
（報告：オザキ マサヒロ）
■活動報告
○アリスガ−デン定期活動
☆ 1 月 16 日
作業内容：清掃活動 散水 猫の忌避剤の散布（木酢液・錠剤）
参加者：牧野、尾崎 2 人
＊昨年からの課題なんですが、猫の被害が大変ひどく、昨年植えた花の何割かが枯れました。
対策で忌避剤を撒いていますが、どの程度効果があるかは、まだ不明です。
落ち着くまで何度か散布予定です。あまりに酷い場合は、土の入れ替えも検討しています。
◎ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
インフルエンザ・ノロウィルスが猛威をふるう頃、広島年初イベント「ひろしま男子駅伝」も無事終わり、１月もいぬろ
うとしていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
近年感じた事のない連日の寒さに振り回されます。球根の鉢植えから全く芽が出ず、春の訪れはまだまだなのかと、ため
息つきながら、遠く見える白く色づいた山々を眺めております。
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先日、
「しもやけ」で指先が使えない方にお会いして、懐かしさが彷彿すると共にいつの間にか「しもやけ」という言葉が
死語となりつつある一抹の寂しさを感じております。
（あの痛痒さ・・・もう１度味わってみたいな）
ベランダの桜の木には、蕾になるであろう芽が日々膨らんでおります。春に向けて、胸弾ませて過ごしたいものです。
くれぐれも皆様、ご自愛くださいますように・・・
■活動報告
☆１月１５日（水）
今後活動に関するミーティング
プラザ前・サークル花壇の花がら摘みと草取り及び周辺の美化活動
ミーティングを兼ねた新年会
■活動予定
☆２月１２日（水）
定例活動
プラザ前の手入れ・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】
└────────────────────────────────────────────────
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！
2013 年 12 月 7 日 エイズデースペシャル イベント・データ
観客数：4,500
日時：平成 25 年 12 月 7 日 (土) 12:30〜18:30 天候：晴れ
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
12:40〜 Alice First Chance
中道香恋（かれん）
、ゆうや、古米俊一（ふるまいしゅんいち）
、香川裕光
14:00〜 「レッドリボン キャンペーン in 広島」イベント① トークショー
広島東洋カープの中村憲選手，スラィリーとエイズについて考える。
15:10〜 「レッドリボン キャンペーン in 広島」イベント② ＭＡＭＣＡ ＬＩＶＥ
15:45〜 ライブペインティング ＊YUICHI
16:10〜 ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ ひろしまメイプルズ
17:00〜 Hiroshima Club ScenE タッキナルディ＆ダンディマイト
17:50〜 AH!プレミアムライブ Luv La Rosso
ＭＣ：TAKKINALD
■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
★飲食ブース

12.7 イベント AH!レポート
12 月 7 日の AH! は、世界エイズデー 「レッドリボン キャンペーン in 広島」との共催でお届けしました。当日は、啓
発ブースでのパネル展示やパンフレット配布の他、臨時 HIV 検査をアリスガーデン近くのユノ川クリニックで受けることが
できました。
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Alice First Chance
この日、AH!のステージは…いつもレゲエで観客を楽しませてくれる、TAKKINAL-D さんを特別に MC にお迎えしました。
（上・右）
いつもと違う AH!がスタート！そして First Chance 挑戦者は、全員が弾き語り！！
中道香恋（かれん）さん（下・左）
、ゆうやさん（下中左）
、古米俊一（ふるまいしゅんいち）さん（下中右）
、香川裕光さ
んの四人が登場――

弾き語り対決を制したのは、香川裕光さんでした！（上・右）

「レッドリボン キャンペーン in 広島」ステージ
まずは、トークショー。広島東洋カープの中村憲選手をお迎えし、スラィリーも登場！（下・左）
エイズについて考える時間です。クイズでは、
「昨年 1 年間で HIV に感染した人は？」
1.10 人 2.1002 人 3.100002 人
といった正しい知識を身につけるための問題が出題されました。
正解は 2 番の 1002 人です。正しい知識と理解によって HIV 感染がなくなっていくことを願ってやみません。

「レッドリボン キャンペーン in 広島」ステージ、つづいては、MAMCA さんのライブ。
（上・右）
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2010 年の世界エイズデー 「レッドリボン キャンペーン in 広島」のステージにも、登場した MAMCA さんが、より成長し
て戻ってきてくださいました！

ライブペインティング YUICHI
レッドリボンキャンペーンを受けて、赤いリボンが！（下・左）

やがて現れたのは――こどもたちを笑顔にするサンタクロースの姿でした！！（上・中＆右）

IDOL−ROOM ひろしま MAPLE★S
ホリプロ主催、ご当地ｱｲﾄﾞﾙ No.1 決定戦 U.M.U AWARD で全国 30 組の中からファイナリストに残ったひろしま MAPLE★S が登
場しました。ひろしま MAPLE★S、着実にステップアップ中！ただいま、3rd シングル「ウルトラネイビー/BRIGHT!!」も、
全国流通しています！！

ｐ

Hiroshima Club ScenE
この日は MC をもつとめた TAKKINAL-D さん、いよいよ本領発揮！（下・左）

Dandimite さんも登場して、レゲエの時間。観客との掛け合いも魅力のライブ！アリスガーデン、大いに盛り上がりまし
た！！（上・右）

Luv La Rosso
この日は、急遽、出演が決定。急遽ということでフルメンバーではなかったのですが、WAVE さんと ChiI さんが登場しまし
た！！他のコーナーを見に来て、ライブ後、そのまま Luv La Rosso さんの CD を買うお客さんも！！新しい出会いがあるの
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も AH! の魅力の一つです。

Note
2013 年、毎回たくさんの方に足を運んで頂くことができました。本当にありがとうございます！！
2014 年も、さらに充実した内容でお届けしていこうと思います！次回、AH! は、2014 年 3 月 15(土)の予定です。
みなさまのお越しをお待ちしております！
(文章:近藤倫生)

次回の AH! ・・・2014 年 3 月 15 日（土）
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。♪
〜ぼくらのアソビは無限大!∞!〜

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。
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※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１２月 活動レポート
●ひろば参加者
12 月 8 日（日）晴 参加者 93 名
12 月 22 日（土）晴 参加者 82 名

【12 月 8 日のひろば】こどもたちの声を想像してみてください♪〜〜〜

【12 月 22 日のひろば】こどもたちの声を想像してみてください♪〜〜〜

(12/8(日))
●こどもの声
・
「とても楽しかった。まだ帰りたくない。また来たい。
」
・何度も何度も遊びにトライしていて楽しそうだった。
・
「とっても楽しかった〜！！(^o^)❤(^o^)❤もっともっと遊びたかった❤」
・
「ひみつきちをつくってたのしかったです」
・
「すごくたのしいとこです。
」
・またきたいと言っています。
・
「楽しかったー！！葉っぱかけに参加したかったー！！」
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・
「たのしかった！！マシュマロやウィンナーおいしかった。
」
・
「おもったよりたのしかった。とくに、木のぼりがたのしかった！」
・
「じゆうで、おもしろかった。またいきたいです。❤（＾ｕ＾）たまき＆ひより（＾＾）
」
・
「楽しい」

(12/22(日)）
●「もとまち自遊ひろば」についてのご意見
・とても素晴らしい場所を与えてくださり、とても感謝しています。今後も参加したいと思います。
・ちょうどよい安心してあそべる所を見つけた感じです。
・とても有難いです。後は、車で気軽に来れたらうれしいです。
・自然の中で、安心して子どもを遊ばせられる環境をつくっておられるので、素敵です！！
・ずっと続けてください。
・素敵な場所があり、本当に有難いです。また、必ず参加しに来ます。ありがとうございました。
・こういう場所を探していました。とても魅力的で、また来ようと思います。
・ずっと続けてほしいです。
・今後も続けてほしい。
・自分の地域につくりたい。
【ゆうえん隊・ひろば支え隊を募集してます】
もとまち自遊ひろばの会では、ゆうえん隊(遊びの応援隊)や、大人カフェで一緒にたのしいことを企画していただける仲間
(支え隊)を募集しています。ひろばの遊具の設置や片付け子どもと遊ぶことが好き、遊具を作ることが好き、趣味を一緒に
やってみたいなど・・・できるときにできることを。
詳しくは、ゆうえん隊スタッフにお声かけください！
【寄付品のお願い】
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）
ひろばの継続のため、子どもの豊かな遊びのため、無理のない範囲で、ご協力いただけたらと思います。
頂いた品は、ひろばや事務作業で使わせて頂いています。
【自遊ひろばの情報は・・・】
（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
（公式フェイスブック）いいね！をよろしくおねがいします。
https://www.facebook.com/jiyuuhiroba
………………………………………………………………………………………………………………………………………

これからのひろばのよてい (2014 年)
1/12 (日)・26(日)
2/9 (日)・23(日)
3/9 (日)・23(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
┗■ └────────────────────────────────────────────
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
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

発熱する街・・新祭り論
Hiroshima ＥＸsite

ひろしま街文化展

広島市中央部地域で展開する文化発信を、まちづくりの視点から読み解く。

■日時期間：2014 年 1 月 18 日(土)〜1 月 26 日(日)

11：00〜17：00

■場所：旧日本銀行広島支店
■主催：NPO 法人セトラひろしま
■共催：広島文化会議準備会
■協力：ＮＰＯ法人アートプラットホームＧ・アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会、イノコ勝手連 他
■コーディネート：ＮＰＯ法人ひろしまジン大学
■趣旨：広島市中央部地域で展開する文化発信を、まちづくりの視点から読み解く。
■内容：
写真パネル＆VTR 映像 展示
●ドキュメント「BORDERLESS LIVE COMPLEX“Hiroshima EX vol.1”」
●ドキュメント「アリスガーデンパフォーマンス広場 AH!」
●ドキュメント「イノコ大福フェスタ 2013」 写真展示
＊VTR 映像 19 分もの
●【Talk Session】「どうなる広島街文化シーン」
1 月 18 日(土) 13:00〜16：00 位 （1F ホール）
コーディネーター：石丸良道
コメンテーター＆パネリスト：TOMOT(松川友和・cocoroto）
・よこたよしき（アーティスト）
・石原悠一氏（アーテ
ィスト）
・保井力（アーティスト）
、松波静香（NPO 法人アートプラットホーム G）
、掛田智子（アーティスト）
●【Talk Session】「旧広島市民球場跡地を文化イベント広場に！」
1 月 25 日(土) 13:00〜16:00 （1F ホール）
旧広島市民球場跡地及び周辺地の活用は、明日の広島のまちづくりにとって百年の計にかかわる最重要の課題です。また
跡地活用の計画を描くとき、平和記念公園に隣接し、戦後復興の歴史を刻んだ場所であるがため、深く地域的であり、広く
世界的な視野に立った理念の形成が望まれます。
今こそ、跡地活用の理念や、発信力のあるコンテンツの構想についての議論が、市民を主体として行われるべきです。
このような背景のなか、ここに私たちは、旧広島市民球場跡地を新たな市民文化創造の場と捉える視点から、広島の明日
の文化とまちづくりのビジョンを探るものです。
□参加団体：広島市文化協会、広島市中央部商店街振興組合連合会、日本建築家協会中国支部広島地域会（まちづく
りワーキンググループ）
、広島文化会議準備会、広島市民球場跡地利用市民研究会、NPO 法人アートプラットホーム
G、ＮＰＯ法人ひろしまジン大学、NPO 法人セトラひろしま
□主催：Talk Session 参加団体合同主催
13：05〜 PART1 プレゼンテーション
（＊）は、題目
古池周文（広島市民球場跡地利用市民研究会・代表）
＊「あの場所の可能性」
石丸良道（広島文化会議準備会）
＊旧市民球場跡地イベント広場〜仮想イベント・カレンダー
「明日の広場」と「世界芸術祭」
前岡智之（日本建築家協会中国支部広島地域会、
まちづくりワーキンググループ 座長）
＊「ひろしましみんひろば」について
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大橋啓一氏（広島市文化協会 副会長）
＊「旧広島市民球場跡地利用に関する提言書Ⅱ」
〜１月２０日に市長に提出した提言書の概要〜
14：30〜PART2
トークセッション・・・
「旧広島市民球場跡地を文化イベント広場に！」
□進行コーディネーター：松田 弘（美術評論家）
◎パネリスト：
（順不同・敬称略）
・山本一隆（広島市文化協会 会長・中国新聞社顧問）
・前岡智之（日本建築家協会中国支部広島地域会 まちづくりワーキンググループ 座長）
・若狭利康（広島市中央部商店街振興組合連合会 専務理事）
・古池周文（広島市民球場跡地利用市民研究会 代表）
・平尾順平（ＮＰＯ法人ひろしまジン大学 代表理事）
◎コメンテーター
・木村成代（NPO 法人アートプラットホーム G）
・石丸良道（NPO 法人セトラひろしま・広島文化会議準備会）

REPORT は次号で！
┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
年始から５日間、ホーチミン市に観光旅行してきました。旧名サイゴン、人口（推計）７５０万人、ベトナム社会主義共和
国最大の経済都市です。モダンなビルと古い建物が混在し、人と車がいっぱいで熱気あふれる、とても魅力のある街でした。
中でもオートバイの洪水には驚くばかりです。映像で見るのとは迫力が違いますね。車の間を縫って数十台が密集して走りま
わってる様は、まるで小魚の群れのようです。それぞれに衝突回避装置を装着しているかのような走りっぷりで、よくぶつか
らないものと感心しました。オートバイは人の移動や荷物の運搬など、庶民の生活に欠かせない道具のようです。そのほとん
どが現地生産の日本製、安い中国製は信頼度が低く人気が無いとのこと。日本の原付バイクは無く、２人乗りが前提なので１
２５CC がメインです。
街は大型ビルの建設ラッシュ、どこに行っても人が溢れるようにいて、若い人々の姿が目立ちました。少子高齢化の進む日
本人が失いつつあるエネルギーの迸りを感じた、そんな楽しい旅でした。
袋町公園の美化活動は１月９日からスタートしました。
（本山）

１２月に行った活動
● 袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計３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３回行いました。
● 並木通り美化活動➡➡➡
◎１月、２月の活動スケジュール
● 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
１月→→９日、１６日、２３日、３０日
２月→→６日、１３日、２０日、２７日
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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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