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

今年は梅雨入りが早いですね。そうなると夏も早く来るのでしょうか？今年は梅雨入りが早いですね。そうなると夏も早く来るのでしょうか？今年は梅雨入りが早いですね。そうなると夏も早く来るのでしょうか？今年は梅雨入りが早いですね。そうなると夏も早く来るのでしょうか？    被災された地域の方にはつらい季節になるのが心被災された地域の方にはつらい季節になるのが心被災された地域の方にはつらい季節になるのが心被災された地域の方にはつらい季節になるのが心

配です。東京の電力不足も懸念されますね。与党も野党も政権争いしている場合ではなく、復興に向けて邁進していく姿勢配です。東京の電力不足も懸念されますね。与党も野党も政権争いしている場合ではなく、復興に向けて邁進していく姿勢配です。東京の電力不足も懸念されますね。与党も野党も政権争いしている場合ではなく、復興に向けて邁進していく姿勢配です。東京の電力不足も懸念されますね。与党も野党も政権争いしている場合ではなく、復興に向けて邁進していく姿勢

を見せて欲しいものです。を見せて欲しいものです。を見せて欲しいものです。を見せて欲しいものです。    

６月３～５日には「ゆかたできん祭」が開催されます。え６月３～５日には「ゆかたできん祭」が開催されます。え６月３～５日には「ゆかたできん祭」が開催されます。え６月３～５日には「ゆかたできん祭」が開催されます。えっ「とうかさん」でしょ？と思われた方、その通りです。「ゆかたっ「とうかさん」でしょ？と思われた方、その通りです。「ゆかたっ「とうかさん」でしょ？と思われた方、その通りです。「ゆかたっ「とうかさん」でしょ？と思われた方、その通りです。「ゆかた

できん祭」は「とうかさん」を盛り上げるためのイベントです。では、ゆかたできん祭が始まった理由をお話ししましょう。できん祭」は「とうかさん」を盛り上げるためのイベントです。では、ゆかたできん祭が始まった理由をお話ししましょう。できん祭」は「とうかさん」を盛り上げるためのイベントです。では、ゆかたできん祭が始まった理由をお話ししましょう。できん祭」は「とうかさん」を盛り上げるためのイベントです。では、ゆかたできん祭が始まった理由をお話ししましょう。

１９９９年の「胡子大祭」での暴走族騒動によって、中央通りイベントでの歩行者天国がすべて取りやめになりました。そ１９９９年の「胡子大祭」での暴走族騒動によって、中央通りイベントでの歩行者天国がすべて取りやめになりました。そ１９９９年の「胡子大祭」での暴走族騒動によって、中央通りイベントでの歩行者天国がすべて取りやめになりました。そ１９９９年の「胡子大祭」での暴走族騒動によって、中央通りイベントでの歩行者天国がすべて取りやめになりました。そ

れから２年、県警・市・商店街・市民の努力によって暴走族は激減し、ホコテンの復活を要望したところ、道路中央でイベれから２年、県警・市・商店街・市民の努力によって暴走族は激減し、ホコテンの復活を要望したところ、道路中央でイベれから２年、県警・市・商店街・市民の努力によって暴走族は激減し、ホコテンの復活を要望したところ、道路中央でイベれから２年、県警・市・商店街・市民の努力によって暴走族は激減し、ホコテンの復活を要望したところ、道路中央でイベ

ントをやることを条件に復活し、「えべっさん」が始まりました。しかし「とうかさん」は、圓隆寺住職の心ない行動によっントをやることを条件に復活し、「えべっさん」が始まりました。しかし「とうかさん」は、圓隆寺住職の心ない行動によっントをやることを条件に復活し、「えべっさん」が始まりました。しかし「とうかさん」は、圓隆寺住職の心ない行動によっントをやることを条件に復活し、「えべっさん」が始まりました。しかし「とうかさん」は、圓隆寺住職の心ない行動によっ

て存続のて存続のて存続のて存続の危機に晒されていたのです。そこで広島市・商工会議所・商店街が主体でイベントを実施することを条件としてホ危機に晒されていたのです。そこで広島市・商工会議所・商店街が主体でイベントを実施することを条件としてホ危機に晒されていたのです。そこで広島市・商工会議所・商店街が主体でイベントを実施することを条件としてホ危機に晒されていたのです。そこで広島市・商工会議所・商店街が主体でイベントを実施することを条件としてホ

コテンが復活することになったのですが、行政は宗教行事には介入することが出来ないので「とうかさん」とは別事業としコテンが復活することになったのですが、行政は宗教行事には介入することが出来ないので「とうかさん」とは別事業としコテンが復活することになったのですが、行政は宗教行事には介入することが出来ないので「とうかさん」とは別事業としコテンが復活することになったのですが、行政は宗教行事には介入することが出来ないので「とうかさん」とは別事業とし

て「ゆかたできん祭」の名前でイベントが始まったのです。私も最初から関わって今年で９回目になります。今年も是非おて「ゆかたできん祭」の名前でイベントが始まったのです。私も最初から関わって今年で９回目になります。今年も是非おて「ゆかたできん祭」の名前でイベントが始まったのです。私も最初から関わって今年で９回目になります。今年も是非おて「ゆかたできん祭」の名前でイベントが始まったのです。私も最初から関わって今年で９回目になります。今年も是非お

祭りをお楽しみ下さい。祭りをお楽しみ下さい。祭りをお楽しみ下さい。祭りをお楽しみ下さい。    

現在、セトラひろしまも中振連も「子育て支援」の施策を検討中です。中心部でのお買物や美容院、映画鑑賞の最中などに、現在、セトラひろしまも中振連も「子育て支援」の施策を検討中です。中心部でのお買物や美容院、映画鑑賞の最中などに、現在、セトラひろしまも中振連も「子育て支援」の施策を検討中です。中心部でのお買物や美容院、映画鑑賞の最中などに、現在、セトラひろしまも中振連も「子育て支援」の施策を検討中です。中心部でのお買物や美容院、映画鑑賞の最中などに、

ちょっとお子様をお預かりできるようなサービスを考えていちょっとお子様をお預かりできるようなサービスを考えていちょっとお子様をお預かりできるようなサービスを考えていちょっとお子様をお預かりできるようなサービスを考えています。これまでも中振連では「ゆかたできん祭」や「えべっさます。これまでも中振連では「ゆかたできん祭」や「えべっさます。これまでも中振連では「ゆかたできん祭」や「えべっさます。これまでも中振連では「ゆかたできん祭」や「えべっさ

ん」で「こども広場」を展開したり、駐車場で「ベビーカー貸出サービス」を実施したりしています。セトラもＡＨ！でのん」で「こども広場」を展開したり、駐車場で「ベビーカー貸出サービス」を実施したりしています。セトラもＡＨ！でのん」で「こども広場」を展開したり、駐車場で「ベビーカー貸出サービス」を実施したりしています。セトラもＡＨ！でのん」で「こども広場」を展開したり、駐車場で「ベビーカー貸出サービス」を実施したりしています。セトラもＡＨ！での

「こども遊び場」や、中央公園の「冒険遊び場」などを担当してきました。そんな実績を踏まえつつ、広島市こども未来局「こども遊び場」や、中央公園の「冒険遊び場」などを担当してきました。そんな実績を踏まえつつ、広島市こども未来局「こども遊び場」や、中央公園の「冒険遊び場」などを担当してきました。そんな実績を踏まえつつ、広島市こども未来局「こども遊び場」や、中央公園の「冒険遊び場」などを担当してきました。そんな実績を踏まえつつ、広島市こども未来局

や、支援して頂いてるボランティアの皆様とも相や、支援して頂いてるボランティアの皆様とも相や、支援して頂いてるボランティアの皆様とも相や、支援して頂いてるボランティアの皆様とも相談談談談しながら実施しながら実施しながら実施しながら実施案案案案をををを練練練練りたいと思っております。りたいと思っております。りたいと思っております。りたいと思っております。ごごごご支援下さい。支援下さい。支援下さい。支援下さい。    

また、ＡＨ！でもまた、ＡＨ！でもまた、ＡＨ！でもまた、ＡＨ！でも新新新新しい展開が動き出しています。東京からしい展開が動き出しています。東京からしい展開が動き出しています。東京からしい展開が動き出しています。東京から帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきた佐々木佐々木佐々木佐々木りょうりょうりょうりょう君君君君が「ストが「ストが「ストが「ストリリリリートートートート魂魂魂魂」」」」略略略略して「ストして「ストして「ストして「スト魂魂魂魂

（（（（ストコンストコンストコンストコン））））」のコー」のコー」のコー」のコーナナナナーを展開しています。ーを展開しています。ーを展開しています。ーを展開しています。彼彼彼彼ががががプロデュプロデュプロデュプロデュースしてースしてースしてースして毎毎毎毎回回回回ミュミュミュミューーーージシャジシャジシャジシャンがンがンがンが交代交代交代交代で出で出で出で出演演演演します。ＡＨ！にします。ＡＨ！にします。ＡＨ！にします。ＡＨ！に流流流流れれれれ

が出来て、さながらテが出来て、さながらテが出来て、さながらテが出来て、さながらテレレレレビビビビ番組番組番組番組を見ているようで楽しさがを見ているようで楽しさがを見ているようで楽しさがを見ているようで楽しさが倍増倍増倍増倍増しています。それにしています。それにしています。それにしています。それに伴伴伴伴ってってってって半半半半年年年年分分分分ののののプログプログプログプログララララムムムムも出来上がっも出来上がっも出来上がっも出来上がっ

ています。また、ています。また、ています。また、ています。また、UStreamUStreamUStreamUStream中中中中継継継継ややややYoutubeYoutubeYoutubeYoutubeへへへへのアのアのアのアップロップロップロップローーーードドドドも進めています。も進めています。も進めています。も進めています。詳詳詳詳しくはＡＨ！のしくはＡＨ！のしくはＡＨ！のしくはＡＨ！のペペペペーーーージジジジををををご覧ご覧ご覧ご覧下さい。下さい。下さい。下さい。    

それでは、今月もセトラ通それでは、今月もセトラ通それでは、今月もセトラ通それでは、今月もセトラ通信信信信ををををごごごごゆっくりおゆっくりおゆっくりおゆっくりお読読読読み下さい。み下さい。み下さい。み下さい。    

（（（（NPONPONPONPO法人法人法人法人セトラひろしま理事長セトラひろしま理事長セトラひろしま理事長セトラひろしま理事長    若狭若狭若狭若狭    利康）利康）利康）利康）    
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┗■ 【１【１【１【１】】】】グリ－ンプロジェクトグリ－ンプロジェクトグリ－ンプロジェクトグリ－ンプロジェクト    NOWNOWNOWNOW 

 └───────────────────────────────────────────────── 
アリスガーデンでは、４月よりひまわりの種を植付けています。花壇一面に 黄色い花が咲く姿を夢見ております。 
この企画の名前は、ひまわりプロジェクトと言います。植付けが成功して、大きな花が咲いた後は種が取れます。これを、

明るい話題の少ない東日本に向けて来年、送り届けたいと考えております。 私は今年、個人的に１０００袋の種を用意して

５月のAH！で配布させて頂きました。 協力して頂き、ありがとうゴザイマシタ！ 
最近インターネットを見ていると、各地で同じようなプロジェクトがあることを知りとても嬉しく思っています。同じ考え

の人達と繋がって行けたらいいなと考えています。 素朴で地味な活動で良いので、一時のブームではなく、長く継続させて

行きたいと思っております。宜しくお願いします。                     （報告：オザキ マサヒロ） 
    

グリ－グリ－グリ－グリ－ンンンンプロジェクプロジェクプロジェクプロジェクトトトト    

■■■■活動活動活動活動報告報告報告報告    

○定期活動 
☆アリスガ－デン 

セ ト ラ 通 信 
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・４月２１日(木) 定期活動・アリスガ－デンの花壇等のメンテナンス 
参加者：共同作業所あおぎり４名 共同作業所トムハウス３名 中電ボランティア２名 スタッフ５名 合計１４名 
作業内容：①花がら摘み、除草、追肥 ②かん水 ③清掃活動  

④ひまわりプロジェクト：中央オブジェ下の種まき（第１回目） 
 ○その他 

・４月４日(月)・１１日(月)・１８日(月)  手入れ・水やり・補植 ９：００～１１：００ スタッフ延７名 
    

■■■■活動活動活動活動予定予定予定予定    

 ○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…） 
 ☆アリスガ－デン：毎週月曜日 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－倶ソ－シャルガ－デナ－倶ソ－シャルガ－デナ－倶ソ－シャルガ－デナ－倶楽部楽部楽部楽部    

    

東日本大震災の風評被害が話題になるたび、原爆を受けた長崎・広島県人は、未だ消えぬ風評被害を重ね、胸が痛む日々で

す。今年のフラワーフェスティバルは、お天気にも恵まれ、たくさんの人で賑わいましたが、黄砂がひどく、山々の新緑の

美しさが映えず、残念でした。我が倶楽部も、交流プラザ・平和大通りの景色が華やぐよう、手入れをしましたが、いかが

でしたでしょうか？ 

■■■■活動活動活動活動報告報告報告報告    

☆４月２７日(水)  ハンギングの植替え（インパチェンス）１８基 

ＦＦ前の交流プラザ周辺・サークル花壇の手入れ 

■■■■活動活動活動活動予定予定予定予定    

 ☆５月１８日(水)  袋町小学校児童との花育活動 

            参加予定児童   ３２名 

            植替え予定焦げ鉢 １６鉢 

            植替え花苗    インパチェンス 

 

                                                                                                                                                          

━━━━━━━━****    ソーシャルガーデナー倶楽部会員募集！ソーシャルガーデナー倶楽部会員募集！ソーシャルガーデナー倶楽部会員募集！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！”“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！”“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！”“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会費：１会費：１会費：１,,,,０００円（年）０００円（年）０００円（年）０００円（年）    

    

    

    

┏┓ 

┗■ 【２】アリスガーデンパフォーマンス広場【２】アリスガーデンパフォーマンス広場【２】アリスガーデンパフォーマンス広場【２】アリスガーデンパフォーマンス広場AH!AH!AH!AH!    NOWNOWNOWNOW    

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

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

で活動を続けております。 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
【【【【ReportReportReportReport】】】】    アリスガーデンパフォーマンス広場アリスガーデンパフォーマンス広場アリスガーデンパフォーマンス広場アリスガーデンパフォーマンス広場    ＡＨ！ＡＨ！ＡＨ！ＡＨ！    5555 月月月月 3333，４，，４，，４，，４，5555 日開催日開催日開催日開催    ““““ALICE KIDALICE KIDALICE KIDALICE KIDSSSS””””    

2011年5月3日(火)・4日(水)・5日(木) 「東日本大震災」義援募金活動と連動開催。 

youtubeはこちら  http://www.youtube.com/user/alicehiroshima 

photoはこちら http://photo.sbcr.jp/displayProfile.cr?owner=aa6057fa-6d85-11e0-81dd-00114331ed99 

 

リニューアル第2弾のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH！，5月は，ゴールデンウィークの特別版として3日連続で開催

しました。それでは，リポートをご覧ください。 
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石井杏奈           森恵        チャーリーダンススタジオ 

    

 

mupe                    橘高優士          ホロボシ 

 

今回のタイトルは，“ALICE KIDS”。 

タイトルにふさわしく，初日3日の少年少女らによる，チャーリーダンススタジオさんのステージから始まりました。 

続く4日は，広島で話題の石井杏奈さんに始まって，「広島STREET魂」の第2弾もお届け。おなじみのmupeさん,INDIKETで高

評価だったホロボシさんと橘高優士さんの弾き語りも。最後は，久しぶりにちょっとだけアリスガーデンに帰ってきてくださ

った森恵さんのステージ。渾身のライヴでした。 
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              RIKO            RONDONRATS         小吉 

 

 
佐々木リョウ                 YUICHI 

「広島STREET魂」＝「スト魂」には，20歳の実力派，RIKOさんや，小吉さん，アリスガーデン用にアコースティックスタイ

ルをひっさげたRONDONRATSさんが出演しました。コーナーのトリはもちろん，｢スト魂｣主催の佐々木リョウさん。「スト魂」

の開始によってAH！は，確実にアップグレードされました。まだまだ良くできそうです。 

そしてほぼ，AH！皆勤賞とも言えるYUICHIさんは，「お好みワイド」さんによる密着取材の真っ最中。カメラが彼を追いか

けていました。 

 

エル・コンボ・デ・ラ・パス   「ゴー!ゴー! 子どものしあわせフェスタ」 ジュニアマリンバアンサンブル 
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春秋分点          Yoshimillionwonder       アンドD(祭り舞) 

 

最終5日は，エル･コンボ・デ・ラ・パスさんのステージから。ノリノリでスタートしました。中盤は，まさに「こどもの日」。

広島ジュニアマリンバアンサンブルのみなさんによる，努力の結晶ともいえるステージ。来場者も自然と笑顔に。「ゴー！ゴ

ー！子どものしあわせフェスタ」は，こどもたちのしあわせを願う時間になりました。少年少女たちによる演奏も。つづく春

秋分点さんは，独創的なライヴ。スタッフ・プロデューサー陣の間でも後々まで話題に。そして，アンドD(祭り舞)さんの迫

力ある，和のパフォーマンス。会場も大いに盛り上がります。 

“ALICE KIDS”最後は，Yoshimillionwonder(ヨシミリオンワンダー)さん。こちらもノリノリのサウンド。会場のこどもた

ちがおどる姿も見かけました。「こどもの日」主役のこどもも楽しめるステージだったようです。 

3日通して来場者も多く，アリスガーデン，かなり賑わっていました。 

次回のAH!は7月17日，またまたすばらしいステージが見られそうです。USTREAMも配信環境が安定するかもしれません。 

ぜひぜひご来場，ご視聴ください。                              （報告：近藤倫生） 

 

【イベントデータ】 

5月3日(火)祝日 

16:00～ チャーリーダンススタジオ・ダンスステージ 

5月4日（水）祝日 

12:00～ 石井杏奈 

12:40～ mupe 

13:20～ ホロボシ 

14:15～ ライブペインティング Blue lab. YUICHI 

15:15～ チャーリーダンススタジオ・ダンスステージ 

16:00～ 橘高優士 

16:40～ 広島STREET魂 

     16:40～ オープニング ダンスユニット merci 

     16:50～ RIKO       

     17:15～ 小吉 

     17:40～ RONDONRATS 

     18:05～ 佐々木リョウ 

 

18:45～ 森恵 

5月5日（木）祝日 

13:30～ エル・コンボ・デ・ラ・パス 

15:00～ ジュニアマリンバアンサンブル 

16:15～ 「ゴー！ゴー！子どものしあわせフェスタ」 
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17:45～ 春秋分点 

18:15～ アンドD（祭り舞） 

18:45～ yoshimillionwonder 

 

★★★★    お知らせお知らせお知らせお知らせ 

●ブース出店募集中！！ 

ただいま，アリスガーデンパフォーマンス広場AH！では，随時，協賛ブースの出店を募集しております。 

個人様でも出店可能です。 

 

 ●ALICE FIRST CHANCE 挑戦者募集中！！ 

 音楽・パフォーマンス・ダンスライブ・アートパフォーマンスetc. 

ジャンル不問で挑戦者を募集しています！オーディエンス賞、優秀者には豪華商品もご用意しております！ 

 

●イベントスタッフ募集中！！ 

 新たに製作したAH!Tシャツが似合うイベントスタッフ（インフォメーション受付担当）を募集しております。 

 自薦・他薦は問いません。どしどしご応募ください。 

 

以上，ぜひ まで，お気軽にお問い合わせください！！ 

 

次回のアリスガーデンパフォーマンス広場次回のアリスガーデンパフォーマンス広場次回のアリスガーデンパフォーマンス広場次回のアリスガーデンパフォーマンス広場    ＡＨ！ＡＨ！ＡＨ！ＡＨ！    

2011201120112011年年年年7777月月月月17171717日日日日((((日日日日))))    アリスガーデンアリスガーデンアリスガーデンアリスガーデン    

●ステージ 

7月17日（日） 

13:00～ Alice First Chance 

14:50～ ライブペインティング blue lab. YUICHI 

15:40～ Nameless 

16:30～ オールスターズ 

17:30～ 「スト魂」「スト魂」「スト魂」「スト魂」＝＝＝＝「広島STREET魂」 

  17:20～17:50 キタムラリョウ    
  17:55～18:25 ヨウヘイ    
  18:30～19:00 Mebius 
  19:05～19:30 佐々木リョウ 

19:30～ 実力派アーティストブッキング予定 
    

【アーティスト紹介】【アーティスト紹介】【アーティスト紹介】【アーティスト紹介】    

☆☆☆☆blue blue blue blue lab. YUICHIlab. YUICHIlab. YUICHIlab. YUICHI    

広島市出身。アートパフォーマンス集団Blue lab.代表。 

広島県内を中心に展示や、各種イベントでのライブペイント、壁画制作、ボディペイントを行っている。2010年からBlue lab．

KIDSを立ち上げ、ショッピングモール等で子ども達が自由に表現できる場を提供している。 

☆☆☆☆NamelessNamelessNamelessNameless(ネームレス)    

KOH(Vo)＆GEN(Guitar.Vo)のduo。完成形はなく成長し続けていきたいという思いからNamelessと名づけた。一期一会を大

切に、誰かの心に届くよう！ 関西各地、広島、福井等全国で活動中！ 

☆☆☆☆佐々木リョウ佐々木リョウ佐々木リョウ佐々木リョウ  

「スト魂」主催。 

おはようからおやすみまで、あなたのココロに安らぎを。をモットーに広島から全国へ音楽を発信中の佐々木リョウ。小６

の時、友達がかっこよくギターを弾いている姿を見るやいなや実家にあった親父のクラシックギターにかぶりつく。時は流

れて２２歳。音楽と付き合って１０年が経った。３年間の東京時代を経て、地元広島を拠点に全国各地を夜行バスか青春18

切符で駆け巡る。音楽=旅=人生の方程式により、よりリアルな音楽を作り続ける。 
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┏┓ 

┗■ 【３【３【３【３】】】】まちなか－子育て支援＆まちなか－子育て支援＆まちなか－子育て支援＆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こどもイキイキ環境づくりプロジェクトこどもイキイキ環境づくりプロジェクトこどもイキイキ環境づくりプロジェクト    

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

プレーパーク（冒険遊び場）づくりの取組 

セトラひろしまは総力をあげてコーディネートします！ 

【関連ブログ】 

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

 
都市化の進展で、原っぱ、空き地といった遊び場が減少しています。子どもの健やかな成長にとって遊び場は重要な要素

であることから、子どもが自由に遊びを創造できるプレーパーク（冒険遊び場）づくりを行っています。 

 

中央公園冒険遊び場中央公園冒険遊び場中央公園冒険遊び場中央公園冒険遊び場 

 

７月末ＯＰＥＮ！７月末ＯＰＥＮ！７月末ＯＰＥＮ！７月末ＯＰＥＮ！ 

 

～自遊な発想からつくりだす～～自遊な発想からつくりだす～～自遊な発想からつくりだす～～自遊な発想からつくりだす～        ぼくらのアソビは無限大ぼくらのアソビは無限大ぼくらのアソビは無限大ぼくらのアソビは無限大！ 
街中にある緑豊かな中央公園の一画に、 

こどもたちが自由な発想で自ら遊びをつくりだす遊び場『もとまち自遊ひろば』をいっしょにつくりませんか！ 

 

（2010.11.27/28 冒険遊び場 「中央公園こどものひろば」より） 
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ゆうえんたいゆうえんたいゆうえんたいゆうえんたい    募集中！！募集中！！募集中！！募集中！！  

☆ゆうえん隊(遊援隊)とは☆ 

こどもの自由な遊び場を見守り、ともにつくりだす人。遊び心、こどもの心をもった人たち。 

『もとまち自遊ひろば』づくりを支えるサポーター。 

 

遊び場づくりはまちづくり遊び場づくりはまちづくり遊び場づくりはまちづくり遊び場づくりはまちづくり 

こどもが地域の中で育ち合う遊び場づくりには、様々な皆さんの力が必要です。 

こどもが好きな方、地域や遊びに興味のある方、どなたでもぜひご参加ください！ 

「もとまち自遊基地」準備中！ 
基町ショッピングセンター内の空き店舗に、このプロジェクトの拠点ができそうです！！ 

 

*説明会を６月１８日(土)に広島市中央公民館で行います。 

詳しくはセトラひろしま内 

中央公園冒険遊び場“もとまち自遊ひろば”の会事務局へ 

お気軽にお問い合わせください。 

 

 
 

 

 

┏┓ 

┗■ 【４【４【４【４】】】】街なか文化活性化プロジェクト・・「明日の広場」街なか文化活性化プロジェクト・・「明日の広場」街なか文化活性化プロジェクト・・「明日の広場」街なか文化活性化プロジェクト・・「明日の広場」    

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

セトラひろしまが事セトラひろしまが事セトラひろしまが事セトラひろしまが事務務務務局をしています、広島局をしています、広島局をしています、広島局をしています、広島文化文化文化文化会議会議会議会議準備準備準備準備会よりのお会よりのお会よりのお会よりのお知知知知らせです。らせです。らせです。らせです。    

「オノ・ヨーコ氏講演会＆ライブ演奏会に協力！」 

広島文化会議準備会は、第8回＊ヒロシマ賞受賞者オノ・ヨーコ氏の受賞記念展（広島市現代美術館にて）に合わせて開催

される講演会とライブ演奏会を支援します。 

＊2011年8月3日、国際会議場フェニックスホール 主催：広島市現代美術館 

＊「ヒロシマ賞」：現代美術の分野で人類の平和に貢献した作家の業績を顕彰し、世界の恒久平和を希求する「ヒロシマの心」を現代美

術を通して広く世界へとアピールすることを目的として、広島市が1989年に創設したものです。3年に1回授与されるこの賞は過去7組

のアーティストが受賞しており、今回、第8回目のヒロシマ賞受賞者にオノ・ヨーコ氏が決定した。 
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┏┓ 

┗■ 【５【５【５【５】】】】INDIKETINDIKETINDIKETINDIKET    NOWNOWNOWNOW    

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

＊AH!の姉妹イベントであり、広島インディーズの祭典である「インディケット」の情報です。 

■INDIKET'10 コンピレーションアルバム 5/14(土）より発売！ 

広島インディーズの祭典である「インディケット」・・・・来たる 5/14(土）、INDIKET'10コンピレーションアルバムを 

発売いたしました。 

このアルバムは、INDIKET'10参加の音楽系アーティスト中から、選りすぐりのアーティストによるオリジナル曲、8曲をパ

ッケージしています。   

 

【収録曲】 

1.“ネコがギャー ”/ オールスターズ     2.“家路” / 橘髙優士  

3. “オレンジ ”/ Fairy days        4．“This is my life”/ うずら  

5.“アカシック†レコヲド ”/ アカシック†レコヲド         6.“ろばのうた” / mupe  

7.“Symmetry” / Art Pot          8.“CANDY” / 横川エレクトロクラブ  

 

定価定価定価定価    ￥￥￥￥800800800800（税込）（税込）（税込）（税込）        ご購入希望の方はインディケット事務局へ！ご購入希望の方はインディケット事務局へ！ご購入希望の方はインディケット事務局へ！ご購入希望の方はインディケット事務局へ！    →→→→            

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【６【６【６【６】】】】Art Life SupportArt Life SupportArt Life SupportArt Life Support    ProjectProjectProjectProject    

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

Art Life Support Project  

サイトをご覧下さい！サイトをご覧下さい！サイトをご覧下さい！サイトをご覧下さい！    http://artlifesupport.com/http://artlifesupport.com/http://artlifesupport.com/http://artlifesupport.com/    

 

まちづくりを中心に活動している「セトラひろしま」とアートを中心に活動する「アートプラットフォーム G」。 

二つの NPO法人が共同で展開していく「まちづくり」と「アート」の融合。それが「Art Life Support」です。 

皆様にもっと身近にアートを感じていただけるよう、色々な企画をご用意してまいります。 

  ART &ART &ART &ART &    EATEATEATEAT 企画企画企画企画    

☆★ナイトアートミュージアム☆★ナイトアートミュージアム☆★ナイトアートミュージアム☆★ナイトアートミュージアム    in in in in ひろしま美術館ひろしま美術館ひろしま美術館ひろしま美術館    ・平櫛田中展★☆・平櫛田中展★☆・平櫛田中展★☆・平櫛田中展★☆    

 

普段は入ることのできない、閉館後の夜の美術館。今回はそんな場所での Art＆Eatの企画です。 

ひろしま美術館で開催中の展覧会「平櫛田中展」を解説付きで鑑賞、その後喫茶室にて学芸員を交えて軽食とワインをでア

ート談義に花を咲かせましょう。 

 

 ■日時：２０１１年５月２８日（土）１８：００～２０：００ 

 ■場所：ひろしま美術館 
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 ■会費：2,000円／学生は 1,000円（入館料・軽食・飲み物代込み）※学生のかたは当日学生証をお持ちください 

 ■スケジュール：１７：５０ ひろしま美術館集合 

１８：００～１９：００ 解説付き展覧会鑑賞  

１９：００～２０：００美術館内の喫茶店にて軽食と飲み物でざっくばらんに談話会 

 

日本を代表する彫刻家平櫛田中（ひらくしでんちゅう）は、岡山県井原出身。田中家に生まれ、広島県福山市の平櫛家に養

子に入ったことからこの名前。1979年に 107歳で亡くなっていますが、「60、70は鼻たれ小僧。男盛りは百から百から。」「い

まやまねばいつできる わしがやらねばたれがやる」など名言も多く残しています。 

百歳の時むこう 20 年分の木材を準備したというお話も。平櫛田中という人はどんな人だったのか？人間・平櫛田中を紐解

けば、作品も違って見えてくるかも？ 

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

キュレータートークキュレータートークキュレータートークキュレータートーク    ☆★学芸員に聞く『復興への願いを込めて』展★☆☆★学芸員に聞く『復興への願いを込めて』展★☆☆★学芸員に聞く『復興への願いを込めて』展★☆☆★学芸員に聞く『復興への願いを込めて』展★☆    

東北大震災により、4月に開催予定であった企画展が直前に突然の中止となった県立美術館。そんな中で企画された今回の

「復興への願いを込めて」展は、県立美術館の歴史と広島の復興の歴史を感じることのできる展覧会です。 

※この展覧会での収益はすべて義援金として寄付されます。 

 

 

 ■日時：２０１１年６月３日（金）１８：００～ 

 ■場所：県立美術館・広島三越 

 ■会費：3700円（入館料・ビアガーデン代込み） 

 ■スケジュール： 

１８：００～１９：００ 解説付き展覧会鑑賞（広島県立美術館） 

１９：００～２１：００ 学芸員への質問タイムと EATの時間（場所：三越ビアガーデン） 

 ■定員：20名程度 

 

Eat の場所にこの時期ならではのビアガーデンを選びました。広島のわたしたちから元気を出して盛り上げていきましょ

う！ 

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

ビタミン企画ビタミン企画ビタミン企画ビタミン企画        ☆★よみがえる伝統的感性！☆★よみがえる伝統的感性！☆★よみがえる伝統的感性！☆★よみがえる伝統的感性！    筝と薩摩琵琶による筝と薩摩琵琶による筝と薩摩琵琶による筝と薩摩琵琶による SALASALASALASALA コンサート☆★コンサート☆★コンサート☆★コンサート☆★    

 ■日時：6月 17日(金) 19:00/open 19:30/start ＠  

 ■場所：Sala Syasyatenサーラシャシャテン/広島市中区中町1-27久保広ハイツ501号/袋町公園南側 

 ■会費：2,500円(one drink) 

●筝・十七絃演奏とナビゲーション：榊記彌栄（ＫＩＭＩＥ ＳＡＫＡＫＩ） 

国内外の様々なアーティストとのコラボレーションを通じ、常に挑戦的な「音・空間」を追求している。 

●薩摩琵琶 演奏：大野友梨子（ＹＵＲＩＫＯ ＯＯＮＯ） 

薩摩琵琶を女流第一人者坂田美子師に師事。宮島厳島神社管絃祭、国土交通省観光ルネサンス事業、広島県大型観 

光キャンペーンなどで宮島千畳閣、厳島神社高舞台で演奏。フランスやオーストリアなど海外公演も多い。しおさ 

いの會主宰。宮島観光大使。 

 

 

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

申し込み・お問い合わせは：申し込み・お問い合わせは：申し込み・お問い合わせは：申し込み・お問い合わせは：NPONPONPONPO法人セトラひろしま法人セトラひろしま法人セトラひろしま法人セトラひろしま    事務局事務局事務局事務局 
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┗■ 【【【【７７７７】】】】地域環境プロジェクト地域環境プロジェクト地域環境プロジェクト地域環境プロジェクト    NOWNOWNOWNOW    

 └─────────────────────────────────────────────── 
早めの“走り梅雨“なのか、３日続けて強い雨が降っています。今日は外の仕事をあきらめて、ゆったりと資料つくりなどが

できます。 

雨の時期となると、最も身近な野鳥の代表がツバメですね。越冬地の東南アジアから１千ｋｍもの旅をして３、４月頃に日本

にやってきて繁殖し、秋に若鳥と共に東南アジアに戻っていきます。 

今回は日本野鳥の会の会誌５月号掲載記事より、「ツバメの餌乞い行動（Ｂegging）」について、ご紹介します。 

「ツバメの親は、一度に４～６羽ほどのヒナを育てます。このエサやりの様子を観察していると、巣に戻った親は迷い無く、

１羽のヒナを選んでエサを与え、すぐに次のエサを捕りにでかけます。この間わずか数秒ほど。それにもかかわらず、全ての

ヒナにエサがいきわたり、うまく巣立たせているように見えます。 

この秘密には「begging（ベギング）」と呼ばれる、子が親にエサをねだる行動が関係しています。これは、エサをねだって

ピーピーと鳴きバタバタすることで、親が子の世話をする動物全般に見られる行動です。 

ツバメの親は単純に最初に口を開けた（＝beggingした）ヒナにエサを与えているのです。ヒナは競い合って親からエサを貰

おうとするためよりお腹の空いたヒナが親の到着に敏感に反応して、いち早く鳴きます。 

一方で、お腹がいっぱいになったヒナは無駄な競争を避けて、あまり鳴かなくなります。このようなことを繰り返して、巣全

体にエサがいきわたるのです。                                     （本山）    

    

    

■■■■活動活動活動活動報告報告報告報告（（（（３３３３月月月月））））    

●●●●袋町袋町袋町袋町公園美公園美公園美公園美化化化化・・・・定期定期定期定期活動活動活動活動➡➡➡➡➡➡➡➡活動は計４回、花柄摘みと除草、ゴミ収集を行いました。 

●●●●道の道の道の道の里親制度里親制度里親制度里親制度➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡袋町公園周辺市道の清掃活動を４回行いました。 

 

■■■■活動活動活動活動予定予定予定予定（（（（４４４４月月月月・・・・５５５５月月月月））））    

●袋町袋町袋町袋町公園美公園美公園美公園美化化化化活動活動活動活動（（（（公園の公園の公園の公園の清掃清掃清掃清掃とととと除草除草除草除草、、、、花壇花壇花壇花壇のののの手手手手入れ・入れ・入れ・入れ・周辺周辺周辺周辺市道の市道の市道の市道の清掃）清掃）清掃）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 

５５５５月月月月→→１２日、１９日、２６日（★花の植え替えをします） 

６６６６月月月月→→２日、９日、１６日、２３日、３０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！会員のみなさまへ！会員のみなさまへ！会員のみなさまへ！*━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆☆☆☆現在の会現在の会現在の会現在の会員数：員数：員数：員数：    正正正正会会会会員員員員    ３３３３３３３３人人人人    協協協協力会力会力会力会員員員員    ４７４７４７４７人人人人    

☆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◇ 


