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┏┓ 

┗■ 【１】グリ－ンプロジェクト NOW 
 └───────────────────────────────────────────────── 
◎グリ－ンプロジェクト 
9月も中旬になり、ようやく涼しくなって来ました。 アリスガーデンでは、夏の花が咲き終わり１０月からは来春に向けて
の花を植える準備を始めます。・・・以前から思っているのですが、花壇に何も植えない時期が半月くらいはあっても良いの

ではないか？・・と感じております。・・・と言いますのも、夏の花が痛み始めるのが、大体9月初旬で、中頃から撤去をし
て行きます。その間、景観が悪いから枯れ補植等を行いますが、今の中途半端な季節には植物が育ちにくいのです。決まり

もあるとは思いますが、一年３６５日の中の、たった2週間。花壇にもお休みがあればゆとりが出来るのではないかなあ。 

■活動報告 

 ○アリスガ－デン定期活動 

 ☆９月２０日(木)  １０：００～ 

  参加者：トムハウス作業所4名 アオギリ2名 中電2名 セトラグリーンプロジェクト5名 

  作業内容：アリスガーデン、並木通りの除草・清掃・散水・花柄摘み 

１０月より花の植栽を始めます。宜しくお願いします。 

■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 
 お彼岸の入りと共に朝夕がすっかり秋めきました。清々しい秋空を眺めながら、今夏の出来事を思い返しております。皆

さん、夏の疲れが出ておられませんか？ 
 さて、ソーシャルガーデナー倶楽部も第９期を迎えることができました。お花好きで集まったメンバーがここまで細々と

活動ができたのも、倶楽部を温かく見守り、陰で支えて下さったセトラの皆様をはじめご縁をいただいた方々のお陰と感謝

いたしております。心より、厚くお礼申し上げます。 
しかし、全メンバーが決して倶楽部名をあちこちで語ることなく、黙々といやいや楚々として静かに活動しているところか

ら、哀しいことにメンバー増員に至らずに今日までおります。そこで今期は思い切って外に向かって倶楽部のアピールを兼

ねた催し物をしようと燃えてはおりますが、何せ控え目なメンバー達・・・どうなる事やら！！どうぞお力添え宜しくお願

いいたします。 
また、来る１１月１４日に計画された袋町小学校児童との花育活動に向けて準備を開始いたしました。是非とも、子供たち

からのパワー吸収を一緒に楽しみませんか？ 
■活動報告 
☆ ９月２６日(水)  １３：００～ 袋町小学校正門前 
           来る１１月１４日の袋町小学校児童との花育活動のためのビオラのポットあげ（２７０株） 
■活動予定 

セ ト ラ 通 信 
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☆１０月１０日(水)  １０：００～ 交流プラザ 
           ビオラ苗の養生作業  倶楽部の催し物についての話し合い 
☆１０月１１日(木)  １３：００～ 植物公園 会議室 
           「花と緑の交流サロン」 ２名参加 
                                                         

━━* 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」として採択されました。 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2012 年下期のイベント・ガイドブックを作成しました。AH! より多彩で充実した内容となっております。協賛企業の各

位に感謝申し上げます。 

  
《2012年下期のAH!イベント・ガイドブック》好評配布中！ 

REPORT 

2012年９月のAH! 
【イベント実績】 

■日 時：平成24年9月16日(日) 13：00～20：30 

■場 所：中区アリスガーデン 

■企画・制作：AH！STATION 協力：cocoro-to プロダクション 

■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 

13:00～ Alice First Chance  

①神南優一（ギター弾き語り）②ＭＩＫＵ（みく）(ギター引き語り) ③とり（ギター弾き語り）  

＊ベストチャンス賞受賞：とり 

14:10～ THE INDIKETER<オールスターズ> 
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14:50～ ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ （ＫＯＤ） 

15:35～ ライブペインティング<Yuichi> 

16:00～ The Club Seen ・ＺＡＯ・トイソルジャー 

17:10～ 「広島ＳＴＲＥＥＴ魂（スト魂）」・原田侑子・政成潤哉 （THE CRANE FLY）・佐々木リョウ+おっくん 

18:40～ 香 音(カノン)  

19:00～ 正光女子<アイドルステージ> 

19:15～ “Dance Dance Dance”バトル<HERO VS NABE派> 

■ブース 

・「はんこ屋」（手彫りのはんこ実演販売、はんこを使った雑貨） 

・アーティストのプロモーションブース 

 

【詳しいレポートは来月号で！】 

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

ここからは前々回、８月のAH! レポートをお届けします。 

8.18、炎天下のアリスガーデン。時折、雲が太陽を遮り、心地良い風も―― 

Alice First Chanceのコーナーでは、

  

    

レイニーのギターボーカルMegumi さんが、ソロで挑戦、リベンジを果たしての優勝でした！（上・左端） 

ライブステージには、前回に引き続いて石川真帆さんが登場、エールエールでのステージから駆けつけてくださいました。発売中

のオリジナル曲「Start」も披露！！（上・中） 

続く THE INDIKETのコーナー，今回の出演者はうずらさん。（上・左端） 

AH! の姉妹イベント INDIKETでは，受賞常連の実力派。 

今年も，10.6、10.7両日開催の INDIKET'12にエントリーされています！！ 
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人気コーナー IDOL-ROOM（アイドルーム）では、メイパレさんと正光女子さんがパフォーマンス！ 

メイパレさんは，CDのトラブルで音楽がストップするアクシデントにも，めげず，パフォーマンスを続行するアイドル魂！ 

（上・左） 

 そしてAH! 初登場の正光女子さん――みなさん普段は，正光技建という会社の事務員さんというユニークなアイドルです。 

8.15には，1stシングル「麗しの女子事務員」もリリース、CM放映も始まっています。 ぜひ注目してみてください！（上・右） 

 

ライブペイントまずは手紙家 熊谷哲也さん。ありったけの想いがこもった表現―じっと見つめるオーディエンスの姿―（下） 

 

 

YUICHI さん、10分間のライブペイント，流れるストーリー。その全体が表現――9.22まで，広島新地ギャラリーで個展も開催中で

す！！（下） 

 

Hiroshima Club scenEでは，ZAO，TOY SOLDIERの二組とも，今回はDJと共に登場！ 

より本格的にクラブシーンに触れることのできるステージとなりました。（下） 
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そして香音さんのステージ――NB brothersがクールにサポート！透き通る歌声が響きます。 

現在、「Comeback～ｾﾂﾅｲｷﾓﾁ～」のCD発売中、オリジナルソングの数々も着うた配信中です！！（下） 

 

Dance Dance Danceバトル片時も目が離せない真っ向勝負！！制したのは，Oneself Crewでした！（下） 

 

広島STREET魂（スト魂）は，メルシーのお二人によるダンスから始まりました。（下・左）そして，今回，京都から来て下さったトミタ

ショウゴさんが登場。ハイトーンの歌声がとても表情豊かに響きます。ワンマンライブも全国各地で精力的に開催されていま

す！！（下・右） 

  

佐々木リョウさんのステージでは，Nabi さんが登場，コラボレーション。Nabi さんは，佐々木リョウさん初の提供楽曲「夕焼けノスタ

ルジック」も披露！！（下・左） 

  

佐々木リョウさんは，「我、キミヲ想フ、」を披露，戦争を知らない世代だからこそ――強い想いが込められた歌です。 

さらに，ミュージックビデオ配信中の「Onlylife.～君のヒーローになる～」も！ 

ぜひぜひこちらもチェックしてみて下さい！（上・右）             （報告：近藤倫生） 
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【次回のAH!は……11月18日(日)「えべっさんスペシャル」です。お楽しみに！！】 

パフォーマンスイベント「AH!」世代、性別、様々な枠を超えた沢山の人々に観ていただいています! 

目の前で様々な可能性が生まれ、育ち！ そして観てくれている方々のそれぞれの眼差し！ 

仕掛ける自分達がいつもワクワクしています！ 

次回は11月18日恵比寿講ですStageです。 （cocoro-to 松川 友和） 

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】広島インディーズの祭典 INDIKET 情報 

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

《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 

中四国最大の広島インディーズの祭典！ 

日時：2012年10月６日（土）、７日（日） 2日開催 12：00～20：00 

会場：中区 アリスガーデン 

 

音楽部門、ダンス・パフォーマンス部門 参加者決定！！！ 

アート部門エントリーにはまだまだ余裕あり！参加者募集中！（9月26日〆切り） 

例えば・・似顔絵・ポストカード・絵本・絵画・彫刻・書・オリジナルアクセサリー・各種クラフト作品・アクセサリー・服飾系オリジ

ナル作品、ゲーム、詩集・小説・漫画・各種アート＆デザイン系作品制作実演販売 

要するに生活を豊かにするクリエイティブなオリジナル品なんでも。 

 

 

■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  

ゲストアーティスト・ライブ！ 

安芸戦士メープルカイザー（１０/６） 
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森恵(1０/７） 

○イベントファイナル＊インディケット各賞の発表と授賞式  

10月7日 19：00～ アリスガーデン特設ステージ 

● 音楽部門：テクニック賞/ベストパフォーマンス賞/クリエイティブ賞/オーディエンス賞/ベスト４ノミネート（グラン

プリ受賞対象）ダ●ダンス・パフォーマンス部門：オーディエンス賞/ベスト４ノミネート ●アート部門：グランプ

リ/まちなかアート賞/オーディエンス賞 

 

INDIKET’12グランプリについて】 

■音楽部門・ダンス＆パフォーマンス部門 

①10月7日(日)イベントファイナルにおいてグランプリ候補者ノミネート 

②一般オーディエンス参加による公開審査 

10月末日までノミネート者を対象に投票→11月3日グランプリ発表  

★音楽部門はＲＣＣサイト「広島音楽村」にて投票  

＊ＰＣサイト http://www.rcc.net/indiket/ 

＊携帯サイト http://www.rcc.ne.jp/music/ 携帯からは…「広島音楽村」で検索！ 

★ダンス＆パフォーマンス部門は実行委員会FBにて「いいね」投票  

③11月18日(日) ＡＨ！えべっさんスペシャルイベントにてグランプリ受賞記念ライブ 

◎グランプリ受賞者は、RCC中国放送ラジオ番組出演権獲得（音楽部門優勝者）他 

＊イベントＡＨ！については http://ahinfo.blog39.fc2.com/ 

■アート部 

10月7(日)イベントファイナルにおいて発表。 

 

《参加者》 

■音楽部門 

RISA KUMON（沖縄）/HASHITANIZE（東京）/ノイトカドープシズム/瀧延中/臼井嗣人（東京）/TAMAPAS/Es-LinKs/プレパラ

ート/Moe/LAY-LA/少年フォーク/下町ペパーミントクラブ(東京)/ Shining desire/MITSUNORI(大阪)/ 藤岡真由子/フリーウ

ェイハイハイ(東京)/ うずら/助宮有香/松永たつや/橘高優士/佐々木リョウ（予定） 

■ダンス・パフォーマンス部門 

Make Palette（アイドル）/手紙家 熊谷哲也（墨書ライブ）/大道芸人 JEKYLL./memory（マジック）/しんちゃん（マジッ

ク）/エグエグ＆ケンシロウ（マジック）/たばらあゆみ（紙芝居）/正光女子（アイドル）/ベル・あつ子（ダンシング・ア

ート）（予定） 

■アート部門 

とんぼ玉 ビィツゥ（アクセサリー）/はんこ屋Honono/松本裕美（曼荼羅アート）/歩わん（陶小物、ポストカード）/ALICE

（キャンドル）（予定） 

■Facebookページも開設しています 

★http://www.facebook.com/indiket 

フェイスブックのINDIKETページを見て、「いいね！」を押そう！ 

http://www.facebook.com/#!/indiket 

参加者の動画や作品画像を紹介しています。「いいね」を押してください・・・ 

「いいね」の数は、イベント当日発表される賞の選考に、参考要件の一つとなります。 

 

■主催：アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会 ■共催：アートひろしま製作委員会 ■後援：広島市、中国

新聞社、中国放送 ■特別協賛：(株)中国放送 ■音響・照明協賛：ステージユニオン広島 ■通信回線・出店協賛：イー・

モバイル広島中央■協力：広島市中央部商店街振興組合連合会、NPO 法人クリーンディーシークラブ、ライヴ楽座、NPO 法

人アートプラットホームＧ、RIN STUDIO、NPO法人セトラひろしま■平成24年度広島市「区の魅力と活力向上推進事業補助

金」対象事業 ■総合プロデューサー：石澤良一 

●お問い合わせ：TEL：082-545-7611 FAX：082-545-7612 

E-MAIL：info-desk@indiket.net 

 

■インディケットについて  

★INDIKET HIROSHIMA公式サイトHP：http://www.indiket.net/ 
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┏┓ 

┗■ 【４】街なか文化コラム 

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

さてセトラひろしまも、9月、今月から平成24年度に入ります。もう10年！月並みだけとあっという間でした。 

よくも、続けてこられてきたと思う次第です。この過剰ともいえるタスクを乗り切ってこられたのも、みなさまのおか

げです。 

街文化を発信するというのが、セトラのミッションのひとつですが、今期の展望について・・・・ 

 

《その一》 

来年は、ビッグイベントが目白押しです。菓子博、音楽ではピースアーチ、アートでは、広島市内の美術館３館の協働企

画、アートアーチ…。アートアーチは、来年 7 月～10 月にかけて行われますが、セトラも実行委員会に入っており、美術

館企画に連動した街場のアート企画、EX-museum Projyect に関わる予定です。内要はまだ未定ですが、街を充分に活かし

た仕掛け・・いいアイデアや、情報、ぜひいただきたいものです。 

 

《その二》 

 豊かな都市生活を応援するさまざまな技術（アルテ）・・の展示会や教室の展開も検討されています。 

セトラの隣の金座街会議室や榊理事のスタジオSala Syasyatenを拠点として、アロマ・ネイルアート・写真・グラスアー

ト・キャンドル・リースづくり・・・音楽など・・いろんな教室やワークショップを考えています。 

 

《その三》 

 ソーシャルネットワークばやりです。セトラでも、イベントの告知や中継など、積極的にやっていこうと思います。今中

継スタジオの設置が商店街で考えられていますが、この動きと連動してどんどん発信していこうと思います。この辺のスキ

ルのある方、セトラへ集まりましょう！ 

 

《その四》 

 セトラでは、中央公園で冒険遊び場「もとまち自遊ひろば」を展開していますが、無意識にアート遊びが成立していまう。

そこで街なかで、こどもとアートのテーマでさまざまなアクションを展開をしていこうと思います。 

街なかでの子育て応援こども一時預かりの事業は、予想以上に順調にいっていると聞いています。将来を考えると、街な

かや商店街の環境を、今、こどもが体験し慣れておくことが肝要です。したがって、アートにかこつけた、こどもを対象と

したワークショップなど検討したいものです。 

 

《その五》 

 セトラが入っている広島文化会議準備会では、数年来、旧広島市民球場跡地のソフト面での活用、そのソフトづくりの大

切さについて発信しています。これは広島の将来にとって非常に重要な問題なので、若い世代とも一緒になって、ひきつづ

きこの問題に取り組む所存です。 

（石丸良道） 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【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 

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

中央公園冒険遊び場 
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子どもの発想と創造力で自由に遊べる遊び場です。♪ 

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 

【もとまち自遊ひろばの会 ８月 活動レポート】 

報告：松本浩樹（事務局担当） 

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

これからのひろばのよてい (2012年度前期) 

9/2(日)・16(日)・30(日)    10/7(日)・21(日) 

11/4(日)・18(日)・23(祝/金)   12/2(日)・16(日)   1/6(日)・20(日) 

2/3(日)・17(日)   3/3(日)・17(日) 

ひろばのじかん 10:00～16:00 

参加無料！ 

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

もとまち自遊ひろばの会 ８月 活動レポート 

ひろば活動は、参加者の減少傾向がみられているが、リピーターを中心に「自遊」に遊びをうみ出している姿が見られる。

１９日は、氷のイベント、ｋｉｄｓめるまが等、７月から対策やイベントを練ってきたことが参加者数の増加になっている

かと感じる。参加者集めに一喜一憂するだけではなく、日々できること、ひろばでの日常の「自遊」な空間を大切にしてい

きたい。 

１，ひろば活動 

８月 ５日（日）晴 参加者１５名 リピート率６６％  スタッフ数 １０名 

８月１８日（土）晴 参加者１５名 リピート率４０％  スタッフ数  ９名 

８月１９日（日）晴 参加者５３名 リピート率３８％  スタッフ数  ９名 

 

２，会議、行事参加など 

８月１８日（土） もとまち文庫開所式             参加者１名 

 

３，諸連絡(詳細はＭＬの日誌参照) 

・川で遊べるように，基町地域の理解が得られるようにＰＲをしていく。川に行っている場合は大人がそっとついていく。

（エリアから離れる場合も） 
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・市では４０～５０人の来場者を目指している。まずは、３０人ほどを定着。 

・虫さされが発生。ひろばでは泣いていたが，家では元気で病院に行かなかったとのこと。 

・地道な声掛け（保護者への）と、まずは保護者に来てもらえる、楽しめる事も考える一方、イベントも大事だが、日々の

自分でつくる遊びを大切にしたい 

・おしつけではなく、小さな事からはじめられることを（おしゃべり場など） 

→誰もが気軽に集まれる工夫をする。 

 

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。ひろばの参加予定と共に配信できるように。 

・昨年度からのデータを整理中。アンケート中間報告の準備。 

 

５，９月のひろばの予定、基町地域の予定 

２日、1６日、３０日 ひろば開催  

 

６，ゆうえん隊で話し合うこと 

・新規の２回目のリピーターが続かない。なぜ？？（保護者同伴、子どもが遊べない？特に、始めて来る子どもに対しては、

きっかけ作りの関わりが必要では？） 

報告：松本浩樹（事務局担当） 

   
アイスクレヨンで遊ぶ              プール             泥投げ 

もとまち自遊ひろばブログ 

遊びの発生学レポート、紙芝居の調子で面白い！ 

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

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
■活動報告（９月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡ゴミ収集と除草を回行いました。 

●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（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→→１日、８日、１５日、２２日、２９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◇ 


