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

円高・株安、タイの大洪水に加えて今度はＴＰＰですか、いったい日本はどうなるんでしょうか？．．．かつてアメリカの

外圧に負けて大規模小売店舗法（大店法）を撤廃したせいで全国地方都市の中心部は空洞化し空き店舗だらけになってしま

いました。その失敗にも懲りず、今度はＴＰＰで農業の空洞化、だけにとどまらずさらなる深刻な影響が心配される、、、こ

れでアメリカが立ち直って日本製品買ってくれればいいが、そうでなければ日本は終わりですよ！本当に日本の政府はどこ

までおバカなんでしょう？ 

と、腹の立つことばかりの昨今ですが、セトラではお陰様で無事に通常総会を終えることができました。皆様ありがとう

ございました！ 表面上は黒字決算なのですが、黒字部分は仕掛け中の補助事業の残金で、すべて使ってしまいますから、

事実上は少し赤字です。しかしながら、事務所の移転による固定費削減、ルームシェアによる固定収入の増加、また副理事

長以下スタッフの皆さんによる事業収入のお陰で、昨年よりも赤字幅は大幅に削減されております。しかし財源が不安定な

のは変わりません。会員数や賛助金の増加を考えなくてはなりません。ご協力をよろしくお願いします。また役員改選の年

でしたので、河野上理事に代わって、グリーン管理で頑張ってもらっている尾崎正寛氏にあらたに理事になって頂きました

（尾崎が二人になります！）。その他の理事・役員に変わりありません。また２年間よろしくお願いします。 

そして来年2月でセトラはNPO設立１０周年を迎えます！早いものですねぇ～、これも皆様のお陰です。本当にありがとうご

ざいます。また本山理事が毎週続けられている「袋町公園美化活動」も、同じ頃３００回を迎えます。そこで４月頃に恒例

のお花見も兼ねまして「大祝賀会」を開催することになりました。何かセトラらしい面白いことをやりたいと考えています。

そこでアイデアを募集いたしますので、何でも結構ですのでメールでお知らせ下さい。 

話しは変わって先日、「第１回旧広島市民球場跡地委員会」が開催されました。私は委員から外れたので傍聴に行って参り

ました。商店街からは下村さん（中振連理事長）と天倉さん（市商連会長）が出席し、他にもＪＣ、商工会議所、地元町内

会、スポーツ協会、女性会など、そしてユニークだったのは現役大学生が参加していたこと、総勢２２名での会議でした。

中にはトンチンカンなことを言う人もいましたが、概ね納得できる良いアイデアが出たように思います。私がうれしかった

のが「子どもの遊び場」が欲しいという意見が二人、大学生から芸術・文化施設、そしてアニメの体験施設などのアイデア

が出たことでした。これは我が意を得たり！でしたね。また会議には出席しなかった松井市長が数日後に、中枢性の強化、

文化の拠点、回遊性の向上など４つの指針を上げられました。これも良い方向性だと思います。この委員会には期待が持て

そうです。総会のせいで発行が遅れましたが、今月も「セトラ通信」を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 
 └───────────────────────────────────────────────── 
アリスガーデンでは、ひまわりも花が終わり実に（種）になっています。一粒、植えた種から多いもので３００以上の収穫

が出来ました！！実りの秋ですネ 
今年も暑い夏でしたが、異常気象とは言え必ず頼まなくても寒くなってくれます。自然にはやっぱり叶わないと思う今日こ

の頃です。今からアリスではパンジーやビオラの植栽が待っています。春まで、キレイな花を見せて欲しいですm(_ _)m 
そして寒い冬でないことを願います！！！                        （報告：オザキ マサヒロ） 
 
グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

○定期活動 
☆アリスガ－デン 
・９月１５日(木) 定期活動・アリスガ－デンの花壇等のメンテナンス １０：００～１２：００ 

セ ト ラ 通 信 
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参加者：共同作業所トムハウス４名、あおぎり４名、中電ボランティア４名、スタッフ４名 合計１２名 
作業内容：①秋用植物植え込み（中央オブジェ下：アキランサス、ウッドコンテナ：アキランサス・パンジ－） 

②除草、追肥、手入れ ③かん水 ④清掃活動 
  ・９月６日(火)・１２日(月)・２７日(火) 
    作業内容：①一部補植（アキランサス、トウガラシ）②除草、追肥、手入れ ③かん水 ④清掃活動 
  ・１０月２０日(木)  定期活動・アリスガ－デンの花壇等のメンテナンス １０：００～１２：００ 

参加者：共同作業所トムハウス４名、あおぎり２名、中電ボランティア４名、スタッフ３名 合計１３名 
作業内容：①秋用植物植え込み（中央オブジェ下：ビオラ） 

②除草、追肥、手入れ ③かん水 ④清掃活動 ⑤ウッドコンテナの補修及び塗り替えの為移動 
  ・１０月３日(月)・１１日(火)・２５日(火) 
    作業内容：①補植（アキランサス、キンギョソウ、ビオラ）②除草、追肥、手入れ ③かん水 ④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 
 

すっかり秋になりました。「秋バテ」という言葉が生まれるほど、今年の夏には振り回されましたね。皆さん、体調くずさ

れていませんか？いつもこの季節になると感心することですが、今年のお彼岸の数日は夏を思わせる陽気でしたが、「彼岸花」

はまるでカレンダーが内蔵されているのかと思うほど、咲く時期を間違えずに燃えるような赤い花を見せてくれました。 

 １０月は、倶楽部員にとっては、ビッグイベント活動、袋町小学校児童との花育活動準備月として、ワクワクと胸を弾ま

せるとともに、苗がうまく当日までに育ってくれれば・・・と願いながら、ドキドキ当日を迎える月にあたります。去る１

０月９日、それぞれ家で育てた苗を持ちより１芽１芽ポットあげをしました。それぞれどのように育てたのかと意見交換し

ながらの作業は、とても勉強になりました。来年こそは素晴らしい苗を育て上げるぞと意気は揚がるものの苗の育ち方の差

異の落ち込みも相当なものなんですよ。児童のパワーを吸収しながらプラザ前を華やかに彩ってくれることを信じて１１月

９日を迎えます。当日、元気な子供たちのパワーを振舞いますので、どうぞ袋町小学校へお越しください。 

■活動報告 

☆１０月５日(水)   袋町小学校児童との花育活動のためのビオラの苗のポットあげ 

■活動予定 

☆１１月９日(水)  袋町小学校児童との花育活動 ・ サークル花壇の花苗の植替え 

☆１２月７日(水)  ハンギングの植替え・大型コンテナの植替え 

          新年を迎えるためのプラザ周辺の美化活動 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
━━* 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 

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

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。 

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

 2011 年 9 月 18 日 AH! Report September 2011 

http://ahinfo.blog39.fc2.com/blog-entry-123.html
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■ Alice First Chance 

第3 弾の今回登場したのは，mupe to yamato さん，詩詠（うたよみ）さん，manan さん，ゆうじさん， 

そして平々亭青馬（へいへいていぶるま）さんの 5 組。若手からベテランまで，また，音楽あり，ダンスあり，落語ありという 

幅広いラインナップでした 

 

 

結果は，堂々の広場落語で平々亭青馬さんが，ベストチャンス賞か， 

と思いきや，青馬さんは，「ラストチャンス賞」に。「ベストチャンス賞」は，ゆうじさんに決定しました！ 

 

http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/firstchance-0919-1.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/firstchance-0919-1.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/manan2.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/manan2.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/bestchance.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/bestchance.jpg


 4 

■ AH! ライヴステージ 

First Chance の時間帯には，汗ばむくらいの陽気でしたが， 

AH! 本編の開始時には，過ごしやすい涼やかな空気に―― 

 

ライヴステージトップは，Sassan さんのステージ。ユーモラスな MC を展開しながら，新感覚の音楽を届けてくださいました。 

続く，Yuuky（ユウキ）さんは，オープンスペースでのライヴが初めてとのことでしたが，のびのあるしっかりした歌声に， 

会場はうっとり―― 

 
そして，Keta-ra さんの登場。彼の生み出す音は，いのちの息吹を感じさせてくれるよう――ちょうど，吹き抜ける風と相まってとても

心地よい時間が流れました。 

いざ，ライブペインティングの準備！ という時に突如として雨。それもかなりの勢い……それでも…… 

ライブペインティング決行！ 

 

 

くまさんは，書……地面に敷かれたブルーシートの上に大きな半紙。降り注ぐ雨。紙は水につかって透明度を増し， 

文字として書かれたはずの墨は，次から次へと流れ出していきます。くまさんは絶叫しながら，書き続けました。 

YUICHI さんは，絵……ステージ上に立てられた大きな板のキャンバス。止まない雨。描いていく勢いと力は，この日， 

タッチというよりパンチ――板は何度も激しくしなりました。そして……やはり，流れだしてしまう絵の具。 

しかし，その行為と情熱は流れ去ることなく，人々に，しっかりと刻み込まれたに違いありません。 
■ 広島 STREET 魂（スト魂） 

雨は小康状態になり――いよいよ 2 ヶ月ぶりのスト魂です。 

コンクリートさんのリズム感あふれる，さわやかなステージから始まりました。 

そして，Mebius さん。のびの豊かなハーモニーが響きました。CM でおなじみの「青空」も披露してくださいました。 

http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/cocoro-to-0919.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/cocoro-to-0919.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/keta_ra-0919.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/keta_ra-0919.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/20111014031630bc9.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/20111014031630bc9.jpg
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最後はシリーズ主催，佐々木リョウさん。おなじみのはずの名曲「猫アレルギー」もいつもと違う新しい仕上がりに―― 

見る人聴く人を楽しませてくださいました。 
■ Note 
雨の影響で短縮バージョンになってしまった今回の AH! ですが，様々なアーティストによる，圧巻のライヴステージが展開されま

した。これからも，ひきつづいて充実の内容でお届けしたいと思います。 

次回の AH! 11.19(sat)，えべっさんバージョンにご期待ください。みなさまのご来場をお待ちしております。 

(報告：:近藤倫生) 

■イベントデータ 

12:45 映画 「サルベージ・マイス」キャンペーン 

13:00 Alice First Chance AH！collaborating cocoro-to           

14:40 Sassan (cocoro-to) 

15:10 Yuuky (cocoro-to) 

16:00 Keta ra 

16:50 Blue lab. くま&YUICHI 

17:35 スト魂（広島STREET 魂） 

出演：コンクリート・Mebius・佐々木リョウ 

●ブース 

・イー・モバイルブース（提供：イー・モバイル 広島中央） 

 

次回のＡＨ！  

今回は、えべっさんバージョン  

えびす講一色に染まるまちなかにあわせて、AH! もえべっさんバージョンでお届けします！アリスガーデンにもぜひお立ち

寄り下さい。 

http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/concrete-0919.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/concrete-0919.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/mebius-0919.jpg
http://blog-imgs-24.fc2.com/a/h/i/ahinfo/mebius-0919.jpg
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■日時：平成23年9月18日(日) 13：00～20：00  

■場所：中区アリスガーデン（広島市西新天地公共広場） 

Alice First Chance 第4弾！  ベストチャンス賞は誰の手に！？ 

スト魂は第5弾！  必見のステージ！ 乞うご期待！！ 

Ustream生中継！ 通信環境提供：イー・モバイル 広島中央 

Facebookページ，開設！ ぜひ「いいね！」をお願いします。 

 

■ステージ（内容・時間は変更の場合があります） 

13:00～ Alice First Chance 

14:30～ まなみのりさ 
14:45～ SILVIA （cocoro-to） 

15:25～ Blue lab. ライブペインティング 

16:10～ シリーズ「広島STREET魂」（スト魂） 

     ・出演: ・MAKI ・中山泰造 ・Mebius ・佐々木リョウ 

18:45～ Make palette 

19:00～ 松崎梨央 （cocoro-to） 

19:15～ 子ども神楽（あおぞら子ども神楽） 

●ブース 

・アーティストのプロモーションブース 

・イー・モバイルブース（提供：イー・モバイル 広島中央） 

・Wink presents「ミルカひろしま」入会キャンペーンブース 

皆様のお越しをお待ちしております 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【３】INDIKET NOW 

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

INDIKET HIROSHIMA 2011 
《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広島インディーズの祭典！ 

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

10 月 8 日・9 日開催 INDIKET HIROSHIMA 2011レポート 

今年の INDIKETも、両日ともに天候に恵まれました。例年と違うのは、県外組が増えたこと。 
しかも、県外組は、INDIKETに大きな足跡を残しました。 
東京を拠点に活動中の赤井仁美さんは、音楽部門最優秀者としてベストインディケッター賞に輝き、 
大阪の妙華（たえか）さんや静岡のバンド radial rays（ラディアルレイズ）さんも受賞。 
アート部門ベストインディケッター賞は、三重から参加のグラフィティ★キャットさんでした。 
会場では、グラフィティ★キャットさんのグッズを購入してロゴ入り紙袋を手にした、お客さんやアーティストさんの姿も

見られました。 
インディーズのプロモーションイベントは、全国的にも希少とのこと。今回の INDIKETは、遠方の都府県からも実

際に参加がありました。広島の文化的な独自性を発信する良い機会になったのではないでしょうか。 
 

http://www.indiket.net/
http://ahinfo.blog39.fc2.com/blog-entry-88.html
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鍵盤弾き語り 赤井仁美                 ヴォーカル 妙華 

 

オリジナル 坂本全啓（まさひろ）     ローカルアイドル Make palette 

 

バンド 数田祐一バンド         ライヴペインティング YUICHI 

 

         HIPHOP DOUGH BOY（ドゥーボーイ）        大道芸人 JEKYLL（ジキル） 

 

アーティストブース            アート部門 似顔絵アーティストKAME 
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         表彰式 グラフィティ★キャット         皆勤賞 KAME 橘髙優士 

 

もちろん地元組・常連組も多彩でした。シンガークラリネッターソングライターという独自のスタイルを持つ坂本全啓さん、

高い実力を発揮したうずらさん、数田祐一さんなどなど…… 

ローカルアイドルの参加者やゲストの動員力も目立った INDIKET’11、盛況な二日間でした。 
 

さて、数多くのインディケッター達の中から各賞を受賞したのは次のアーティスト達です!! 
【音楽部門】 
ベストインディケッター賞・RCC賞：赤井仁美 
ベストテクニック賞：Radialrays 
ベストパフォーマンス賞：妙華 
ベストクリエイティブ賞：もゆ 
ベストチャンス賞：数田祐一バンド 

特別賞：うずら 

【ダンス・パフォーマンス部門】 

ベストインディケッター賞：大道芸人 JEKYLL. 

もりあげたで賞：Make palette 

【アート部門】 

ベストインディケッター賞（まちなかアート賞）：グラフィティ★キャット 

HAP賞：PROJECT NOW！ 

【活動継続評価】 
皆勤賞：橘髙優士、似顔絵アーティスト KAME 
 
■イベントデータ 

■日時：2011年10月８日（土）、９日（日） 2日開催 12：00～20：00 

■会場：中区 アリスガーデン 

■内容：参加アーティストの募集・イベントの実施開催 

 

●EVEVT CONTENTS 

○アートマーケット：自主制作作品（CD、DVD、アートグッズ・アパレル作品等）  

○プレゼンテーション・ライブ  

○インディケット・アワード各賞の発表と授賞式   10月9日 19：00～ アリスガーデン特設ステージ 

ベストインディケット賞/ベストテクニック賞/ベストパフォーマンス賞/ベストクリエイティブ賞/アルバム賞（INDIKET コ

ンピュレーション・アルバムのエントリー資格を授与）/オーディエンス賞（椅子占有率等、観客動員数上位者に授与）/オ

リジナル・アート賞/まちなかアート賞/ＲＣＣ賞：◎RCC中国放送ラジオ番組「秘密の音園」出演権獲得（音楽部門優勝者）

◎携帯サイト「広島音楽村」Hiroshima Music Village～indiket 特集、10 月 10 日生放送出演権獲得（音楽部門優勝者）/

他 

○ゲストアーティスト・ライブ！：Free Face（10/8、10/9 ） ＭＭＪ（10/9 ） 

●参加アーティスト エントリー順 

■音楽部門《20組》I.D.、もゆ、TAKA、RENIS、松本ナリアツ(山口）、radialrays(静岡）、赤井仁美(東京）、橘髙優士、6pack、

妙華(大阪）、数田祐一、UMA、横川エレクトロクラブ、Dog Beach、REA(福岡)、オールスターズ、坂本全啓、DOUGH BOYS×

CARP DANCERS、うずら、福岡麻央（川崎）■ダンス・パフォーマンス部門《5組》 大道芸人JEKYLL、Make palette、大道
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芸人 ちから、JAM、Blue lab. ■アート部門《4組》よしひろ、グラフィティ★キャット(三重）、似顔絵アーティスト KAME、

PROJECT NOW! 

ＲＣＣサイトで動画配信 

音楽部門の模様はＲＣＣ携帯サイト「広島音楽村」で1ヶ月程度無料で配信します！ 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】Hiroshima Exsite presents  Field for Tomorrow 

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

未来文化の実験場～ジャンル越境祝祭 

サウンドとアートの胎動 

A- Womb（ア・ウーム） 

＊Wombとは「子宮」……ある母性体をイメージしています。 

 

広島のアートライフをサポートするNPO「アートプラットホームG」、 

そして広島のセンターエリアのさらなる活性化を目指すNPO「セトラひろしま」が 

この冬にタッグを組み贈る文化イベント。 

広島の内外で活躍している音楽、映像、アートなどさまざまなジャンルのアーティストが集まり、ラ

イブやDJ ブース、空間アートなど実験的な表現の祭典を行う。 

「旧日銀が、とある生命体に変身！ その中でさまざまなようそがカラフルに輝きだす……。 

 
企画概要 

 

■日時：12月17日(土)、18日(日)  12：00～21：00 

■会場：旧日本銀行広島支店 

■趣旨：音楽・映像・パフォーマンス・空間アートとジャンルを超えて気鋭のアーティストが集い、次代地球文化の実験場

として表現の祝祭（＝【Co-Ex】）を、多くの参加者と共に行うことで、広島から明日の文化スタイルを発信します。 

■内容：＊Field for Tomorrow：未来文化の実験場～ジャンル越境祝祭【Co-Ex】 

《EVENT CONTENTS》*参加アーティストについては別紙参照 

【LIVE Program】 

◎17日(土)   

□1F ☆LIVE#1 【16:30～】婆娑羅   ☆LIVE#2【18：00～】 ORBIT 

□BF  ☆DJ     【19:30～ end/ 21：00】CHOCKEE 

 ◎18日(日) 

□1F ☆LIVE#1 【14：00～婆娑羅】 【15:30～】マー  ☆LIVE#2【17：00～】 YOSHITAK EXPE □BF  ☆DJ    【19:30

～ end/ 21：00】CHOCKEE 

【Art Action】  

【連動イベント】 

・ひろしまジン大学 「旧日銀EX-site講座＃３」 

＊Ｕstream 中継 

 

■入場無料 

■主催：広島文化会議準備会・NPO法人セトラひろしま・NPO法人アートプラットフォームＧ 

■企画・プロデュース：旧日銀花咲か会議（モン会議） 
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■協力：PROJECT NOW! ひろしまジン大学 

■お問い合せ：082-545-7611（NPO法人セトラひろしま） 
       info-npo@cetra.jp 
 

●ORBIT 

KIYO(drums+electro)+MASM(sax+electro)  DUO方式で描き出すASCENCION DANCE MUSICA!! 

《sound cloud》http://m.soundcloud.com/orbit-lys  

《youtube》http://m.youtube.com/index?desktop_uri=%2F&gl=JP#/watch?v=HHF-tXMbR2A 

●YOSHITAKE EXPE <Space Guitar> 

独自のギター奏法と音響アプローチで大阪地下クラブシーンで実験を重ねる。MUSIC MAGAZINE誌2003年度ベストアルバム

に選ばれたNUTRONでデビュー、2004年FUJI ROCK FESに出演。ソロアーティストとして日本全国ツアーサーキットを重ね、

現在、EXPE SPACE FUNK、SPACE DUB FUNK、PARA、INVISIBLE DUO や EMERALD などバンドやユニット活動も多数。2009 年ブ

ラジル公演、2010年アメリカツアー、2011年フランス公演など国際的な評価も高まる。 

●婆娑羅（Basara）<和楽ユニット>：和楽器及び民族楽器の演奏家が参集し、今回のプロジェクトのために結成されたユニ

ット。☆榊 記彌栄（Kimie Sakaki）<筝・十七絃>*自由なスタイルでライブ及びコンサート活動を国内外で精力的に行って

いる。沢井箏曲院教授。☆和GAKU「紗 T々EN」*KOTO BAND。NEW スタイルの演奏を目指している。☆原田奈緒（Nao Harada）

<フレームドラム・創作楽器「波紋音（はもん）」>*民族打楽器の演奏を追求し、舞踏、朗読とのコラボレーションなど多彩

な活動を行っている。☆三浦 元則(Motonori Miura) <篳篥(ひちりき)>*東京芸術大学雅楽専攻卒。東京楽所（とうきょう

がくそ）をはじめ、国内はもとより、欧州、南米、などでも演奏。現在広島を拠点に国内外で活動している。 

●moto（B&#8722;LUCKS♪）<VJ> 

2003年より主にクラブを中心にVJ活動を開始。 

数々の国内・海外のアーティストと共演を果たし、東京 WOMB でのイベントに出場するなど、広島に留まらない活動を行っ

ている。アートメディア総合グループ『B-LUCKS♪』で，映像・音響ディレクターとしても活動中。 

●CHOCKEE(Liberal Music) <DJ> 

広島在住。97年よりDJ活動を開始。テクノからハードコアまで多種多様な音の現場で熱い信頼を得、最近では東京,名古屋,

山口,岡山と徐々に活動の場を広げている。GOOD MUSIC PARTY'Liberal Music'主宰。2008年,チルアウトなMIX CD｢Mistyc Joy｣

をリリース。2010年,DJ YOSHINORIと共に,WORLD MUSICにフォーカスしたMIX CD「BONCH MOUNTAIN」をリリース。2011年

秋、新作MIX CDをリリース予定。http://chockee.blog17.fc2.com/ 

●よこたよしき（Art Action） 

『光と影』という２つに割れてしまったインナーワールドを、モノクロの作品で表現。絵画を中心に、空間アート、音楽作

品をアウターワールドへ発表。『すべての色を獲得する旅』との旗を掲げ、インナーワールドとアウターワールドの公開通

信を行っている。 

●掛田 智子（Art Action） 

広島市出身／在住アーティスト兼通訳者です。油彩を中心に制作し、パフォーマンスアートもやっています。制作する時間

は自分と向き合う本当に贅沢な時間。クレイジーな靴下集めとヨガが趣味です。人の痛みを想像しようとする心が住み良い

社会への大切なキーだと思います。 

●ちから（Art Action） 

広島県在住。仲間と共に【絵本工房もくもくーmoku moku studio】というユニットを組んで絵本作りをしています。絵と製

本を担当していて、普段はマツダスタジアム近くのアトリエでと制作中。興味のある方 

MOKUMOKU-studio.HPをご覧ください。［ MOKUMOKU-studio ］ 

http://mokumoku-studio.info/ 

●カネユキ アキノブ 

高知県出身。1976.10.10生まれ大阪芸術大学中退後、点テン転とし現在広告デザイナーとして株式会社アームス所属。クリ

エイティブ集団「ウラカタ」所属。フリーランスとして「脳内ソルト」の顔もある「Project NOW!」はアートディレクター

として参加。 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info-npo@cetra.jp
http://m.soundcloud.com/orbit-lys
http://m.youtube.com/index?desktop_uri=%2F&gl=JP#/watch?v=HHF-tXMbR2A
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┏┓ 

┗■ 【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 

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

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！ 

 “自分の責任で自由に遊ぶ” 

中央公園冒険遊び場 

 

 
 

 

こどもが健やかに成長し、自主性や創造性を身につけていく上で、遊びは重要な要素です。「もとまち自遊ひろば」は滑

り台やブランコなどの遊具はありません。こどもが自らの発想と責任で自由に遊ぶ遊び場です。 

ひろ～い公園でおもいっきり遊びませんか！ 

中央公園芝生広場の一画に、子どもたちが思い思いに過ごせる場所、子どもの自由な遊び場を開きます。自由な発想から

生まれる創造的な時間と空間。ゆるやかでときに刺激的な場所。けがも弁当も自分持ち。そこに子どもの“自遊”がありま

す。７月から月に２回程度開催します。ぜひご参加ください。 

 

そして……11 月 23 日(水・祝日)は、 

なにかがちがう！ 「もとまち自遊ひろば」開催！！ 

 
※雨天の場合は、26日(土)に順延。 

 

 

http://blog-imgs-12.fc2.com/b/o/u/boukenasobiba/clip_image001.jpg
http://blog-imgs-12.fc2.com/b/o/u/boukenasobiba/clip_image001.jpg
http://blog-imgs-12.fc2.com/b/o/u/boukenasobiba/2011051513513787b.jpg
http://blog-imgs-12.fc2.com/b/o/u/boukenasobiba/2011051513513787b.jpg
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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  

 

【12月からの日程（予定）】 10：00～16：00 （少雨決行） 

12月/4日(日)・18日(日) 

1月/8日(日)・22日(日) 

2月/未定 

 

もとまち自遊ひろばブログ 

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

┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
日々に秋も深まり、あの暑い夏はどこに行ってしまったなかと思えますが、夏の花“ポーチュラカ”が袋町公園の花壇で元

気に咲き誇っています。また、被爆アオギリは頂芽が痛んで上には伸びていませんが、しっかりと根付いて幹が充実している

ので、来年はグッと成長することでしょう。前回の美化活動で周辺の雑草を根こそぎ抜いてすっきりしました。 

 来月は“えべっさん“ですね。おそうじ隊活動１１月１９日（土）です。参加者募集を始めました。みなさん、ご協力お願

いします。                                               （本山） 

 

■活動報告（９月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計５回、花壇の手入れやゴミの収集、清掃を行いました。 

●道の里親制度➡➡➡➡➡➡➡袋町公園周辺市道の清掃活動を５回行いました。 

 

■活動予定（１０・１１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 

１０月→→６日、１３日、２０日、２７日 

１１月→→１０日、１７日、２４日 

 

 

 

ホームページ http://www.cetra.jp/npo/ 

ＡＨ！公式ブログ  http://ahinfo.blog39.fc2.com/ 

 

 

 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1266907053713/index.html
mailto:children@cetra.jp
http://boukenasobiba.blog.fc2.com/
http://www.cetra.jp/npo/
http://ahinfo.blog39.fc2.com/
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━━* 会員のみなさまへ！*━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆現在の会員数： 正会員 ３３人 協力会員 ４７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◇ 

http://www.cetra.jp/npo/
http://www.chushinren.jp/
http://pr.mail.yahoo.co.jp/ondanka/

