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

ＮＰＯ法人セトラひろしま、広島文化会議、ＡＨ！合同 

★大忘年会のお知らせ★ 

 

毎年恒例の忘年会を今年も開催いたします。いろいろ災いの多い年でしたが、パァーッと騒いでみんなの「絆」を深めつ

つ年忘れいたしましょう！ 年も押し詰まったお忙しい時期とは存じますが、お誘い合わせの上ご参加のほどお願い申し上

げます。 
 

■日時：１２月２８日(水) １９時～２１時３０分頃 

■場所：ライヴ楽座 中区立町6-1 立町ウィング BF1-A 

    http://www13.ocn.ne.jp/~rakuza/index.html 

■会費：一般社会人３,５００円、学生・フリーター２,５００円 

■内容：飲み放題、ほぼ食べ放題、豪華？景品付きクイズ 

※飛び入りライブ大歓迎！ 

※クイズは、各団体に関係する問題と、特撮・アニメから出題し、正解の多い方から順に賞品を差し上げます。 

※料理は、三越のオードブル、尾崎シェフのポークビーンズ＆バケット、石澤奥様特製おでん、＋？？鉄板焼き 

■定員：２５名 先着順   ※すいません、すでに締め切りました。 

 

本年も大変お世話になり、ありがとうございました。 

来年も引き続き宜しくお願いいたします。 

（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 
 └───────────────────────────────────────────────── 
年の瀬になりました。忘年会のシーズンですが、アリスガーデンでは毎年この時期に悩まされることがあります。 
・・・キタナイ話し、コンテナ花壇がトイレになってしまうことがあります。はっきり言って対策が難しいです。忘、新年

会の季節が終るのを待つしかありませんかね？禁煙と書かれたポール等がよく風で倒れているのを見かけます。 
昨年１０月にタバコの値上げとともに灰皿撤去後、アリス構外、モニュメント前での喫煙が目立っていますが、他に逃げ道

を作らないままでの撤去だったので、反動がキツイと感じています。（灰皿があった頃も、もともとアリスは禁煙のようです

が・・・）落書きやステッカー、イベントポスターなども夏には目立っていましたが、無茶苦茶な話しかもしれませんが、

落書きや宣伝用の掲示板などを設置してみてはどうかな？と思っています（笑） 
今年は震災があり、今までにない危機感を感じた年でした。ひまわり等でお世話になりました。来年は少しでも希望の持て

る一年にしたいと思っています。来年も宜しくお願いしますｍ（＿ ＿）ｍ         （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 
・１１月２４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、スタッフ３名 合計７名 
作業内容：①植え込み（ビオラ）：アキランサスを抜き取りビオラの植え付け 

セ ト ラ 通 信 
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②除草、追肥、手入れ ③かん水 ④清掃活動 
  ・１１月１日(火)・８日(火)・１５日(火) 
    作業内容：①補植 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 
 

去る１１月９日、我が倶楽部メーンイベント「袋町小学校児童との花育活動」は、お天気にも恵まれ、和やかな雰囲気の中

で無事終えることが出来ました。有難うございました。最初のころは、我が子に照らし合わせながら子育て中の懐かしい思

い浸りながら楽しんでおりましたが、回を重ねるうちに、まるで孫と接しているような児童のかわいさに心満たされている 

自分に気づき、年齢の重みをひしひし感じずにはおられません。児童の温かな心で植えられた花は、きっと交流プラザ前を

華やかに彩り、行きかう皆さんの目を楽しませてくれることでしょう！成長をお楽しみに！！ 

今年もあと残すところ少しとなり、気ぜわしい日々を送られていることと思います。おかげ様で、無事に１２月の定例作業

も終え、新年を迎えようとしています。 

今年中は、当倶楽部を温かく見守っていただき、有難うございました。厚くお礼申し上げますとともに来年も引き続き、応

援宜しくお願いいたします。                                感 謝 

■活動報告 

☆１１月９日(水)  午前 袋町小学校児童との花育活動 （児童 ３６名 スタッフ １７名） 

         午後 サークル花壇の花苗植替え(パンジー３種） 

☆１２月７日(水)  交流プラザ前 ハンギング植替え（１８基 ガーデンシクラメン等） 

   

■活動予定 

☆１月１１日(水)  交流プラザ前周辺植物の手入れ 

                                                         
━━* 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11月19日 AH! Report November 2011 
｜Alice First Chance 
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8.20、9.18につづき、またも雨。 

MC もその手に握られたカンペもずぶぬれになる中、First Chance 第 4 弾がスタートしました！ 今回の挑戦者は、4組。

Cazuma、mupe、大道芸人はち、503、 

以上のアーティスト。 

 

そして、ベストチャンス賞は、「大道芸人 はち」さん。 

今回の挑戦者の中では、唯一のパフォーマンス系アーティストでした。 

 

｜AH! ライヴステージ 前半 

時間とともに、雨粒は小さく、その勢いも静かに――やがて、雨上がり。本来は「晴れイベント」のAH! 本領発揮でしょ

うか。ライブステージ，トップは、まなみのりささん。1年振りのAH! 登場です！ 

 

歌詞にあわせて円陣を組んで「まわる」ファンのパフォーマンスも。 

りささんが転倒するアクシデントもありましたが，最後まで，ステージを続行してくださいました。 

ご当地ｱｲﾄﾞﾙ No.1決定戦「Ｕ.Ｍ.Ｕ ＡＷＡＲＤ 2011」の中四国代表として決勝進出が決定しています。 

 

 

つづいては、香音（カノン）さん。現在は東京を拠点に活動されていますが、出身は，広島。 

その歌声は、充分に地元のお客さんの心をつかんだ様子。ステージ終了後のサイン会・写真撮影会には、列が。 
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さらに，AH! 2度目の登場となるSILVIAさん。 

今回は，短めのステージでしたが，ハリのある透き通った声で会場を魅了してくれました。 

 
そして，Blue lab.さんによるライブペインティング。 

「くま」さんの「歩」の文字。どんな姿でも何を言われても歩いてきた、そしてこれからも歩いて行くという強い強い意志

が感じられました。 

 

その熱をひきついで、YUICHIさんのステージング。10分の間、変化し続けていくキャンバス。 

その変化とそれを生み出す動きがアートです。迫真の情熱あふれるパフォーマンス。 

 

今回も、多くの人が食い入るように見つめました。 
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｜広島STREET魂（スト魂） 

スト魂トップは、鍵盤弾き語りのMAKIさん。つつみこむようなぬくもりのある表情豊かな歌声です。 

 

そして、中山泰造さん。ユーモアと男気のあるステージ！ あのアイドルの曲も完全に自分のものに。 

 

スト魂プロデューサー、佐々木リョウさんは、今回、トリ前で登場！ 

 

サービス精神たっぷりのステージ！！NEWアルバム「Ｍyself」収録曲もつぎつぎと聴くことができました。 

 

 

スト魂トリは、Mebiusさん。自称も他称も「雨女」なお二人ですが、このころアリスガーデンに雨の姿はもうありません

でした。透き通った伸びやかなハーモニーをしっかり楽しむことができました。 

 

｜AH! ライブステージ 後半 

 

 今回のAH! は、ロングバージョン！ライブステージの後半も盛りだくさんでした。 

まずは、来てくれるアイドル、メイパレこと、Make Paletteさん。会場には大勢のファンの姿が。 
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神楽仕様になったステージでのメイパレさんのパフォーマンス、貴重な光景だったかも知れません。 

つづいて、登場した松崎梨央さんは、10歳の演歌歌手。堂々のステージジング！ 

 

愛らしい姿や表情もさることながら、その歌唱力と表現力で観客をひきつけていました。 

そしてトリは、えべっさんにふさわしく、あおぞら子供神楽団さんによるこども神楽です。 

演目は、「曾我兄弟」と「紅葉狩」。 

 

「曾我兄弟」が父親の仇を討ち果たし、拍手喝采！ 

ところが、ここですっかりなりを潜めていたはずの雨粒が……しかし、あおぞら子供神楽団さん、続行の判断！ 

「紅葉狩」も無事、披露され、平 維茂（たいらのこれもち）も鬼女を退治しました！！ 

 

｜Note 

胡子神社の大祭で、まちなかも賑わうなか開催されたAH!、アリスガーデンも盛況の1日でした。 

内容もアイドルあり、パフォーマンスあり、弾き語りあり、そして演歌あり、神楽ありと盛りだくさん！ 

次回12月10日(土)は、世界エイズデーのキャンペーンと共催でお届けします！ 

みなさまのご来場、心よりおまちしております。 

(文章:近藤倫生) 

(写真:NAKAYANX) 

 

【イベントデータ】 

 

■ステージ（内容・時間は変更の場合があります） 

12:55  

Alice First Chance  ＡＨ！collaborating cocoro-to 

 

エントリー： 

・cazuma（ヴォーカル）・mupe（ギター弾き語り） ・大道芸人 はち 
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・503（グループ） 

 

14:15～ 

まなみのりさ 

 

14:30～ 

香音（カノン）（cocoro-to） 

 

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 

 

18：00～18：45 

子供神楽セッティング 

 

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 

 

12月10日のＡＨ！ の模様は次号のセトラ通信でお届けします。  
 

 

 

┏┓ 

┗■ 【３】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） 
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＊Wombとは「子宮」……ある母性体をイメージしています。 

 

12月17日(土)、18日(日)と、旧日本銀行広島支店で開催されましたアートと音楽のイベント“A-Womb”・・・旧日銀を

表現の産屋（うぶや）としての＝Ａ-ｗｏｍｂと捉え、若いアーティストによる多様で挑戦的な試みが連続して行われる中、

和楽ユニット“婆娑羅”の公演では、高名なフラメンコ創作舞踊家、長嶺ヤス子さんが急遽出演されることになり、両日と

も即興で踊られたりするシーンもあったりしました。 

来場者は両日で約600人を数え、なかなかの反響があったと思います。詳細は次号セトラ通信で報告いたします。 

 

■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） 

■協力：PROJECT NOW! ひろしまジン大学 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】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、遊びは大切な要素です。「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。 

 

11月23日(水・祝日)に開催された、 

なにかがちがう！ 「もとまち自遊ひろば」では、 
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落ち葉集め               雨対策 

 

自遊ひろば常連の子      ロボット出現 

 
ロボットの正体            落ち葉を浴びる人 

 
やきいも                木の葉隠れの術 
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などなど、さまざまな様子が見られました。 
 
【11月23日データ】 
天候：雨のち曇り 
参加者数：34名、内、7名がリピーター（リピート率21％） 
 
そして、これにつづいて開催された12月4日の自遊ひろばでは、60名のこどもが参加。 
参加者数の記録更新です！ 
【12月4日データ】 
天候：晴れ 
参加者数：60名、内、23名がリピーター（リピート率38％） 
 

 
 

 

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)・23日(祝) 

1月/8日(日)・22日(日) 

2月5日(日)・19日(日) 

 

もとまち自遊ひろばブログ 

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

┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
毎年１０月、１１月は町内や地域の行事が続き、とても多忙な時期です。殊に“えべっさん”の前後はとてもタイトな状況で

大きなミスをしないかとヒヤヒヤしながら、今年もなんとか乗り切ってホッとしています。早く誰かにバトンタッチして、楽

になりたい思いと、ボケ防止に役立っているのかなとも思え、心境複雑です。  

“えべっさん”おそうじ隊活動も、お陰様で無事に役目を果たすことができました。ご参加のみなさん、本当にありがとうご

ざいました。 

昨年以上に暖かくて、とても楽でしたが、地球温暖化の影響もあるかなと、心配なところでもあります。 

袋町公園の花壇に黄色、青、白のパンジーを植えました。今回も総勢１９名、ガーデナー倶楽部のみなさんの指導で、わいわ

いと楽しく植え付けができました。 

今年の美化活動は１２月１５日（累計２８０回）で終了します。新年は１２日からスタートです。        （本山）

 

■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。 

 

■活動予定（１２・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→→１日、８日、１５日 

１月→→１２日、１９日、２６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 ２９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！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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