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

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。今年も皆様にとって良い年になりますことをお祈り申し上げます。 

私事ながら、娘が成人式を迎えました。アリスガーデンでチョロチョロしていた女の子が、もう二十歳ですよ。早いもので

すね。「わかさ屋さんだから、高い振袖作ったんでしょ」って、いえいえ、私の妹のお下がりを当日着て、カミさんがお色

直しの時に着たものを前撮りに使いました。良い着物は仕立替えれば何世代でも使えるんですよ。 

新年早々うれしいニュースがありました。我らが本山隊長が１月１５日に「広島市環境美化功労者」として表彰されました！

袋町公園で清掃と花壇の手入れをする美化活動が、６年間、計３２２回（昨年１２月２０日まで）を超えた結果です。おめ

でとうございます。次は是非ソーシャル・ガーデナーの皆さんにも表彰して頂ければと思っております。 

さて今年の方針ですが、大きく分けて以下の３つが挙げられます。 

１．旧市民球場跡地や美術館３館合同のピースアーチにおける文化・芸術活動支援 

２．認定ＮＰＯへの昇格に関する調査・研究 

３．スタッフの補充と理事の若返り策 

もちろん、これまでの事業も従来通り継続していく所存です。皆様も以上の方針を念頭に置いて頂いて、活動とご支援、   

ご協力をよろしくお願いします。 

それでは新年のセトラ通信をどうぞお読み下さい。 

 （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 
 毎年のことではありますが、本年も宜しくお願い致します！！ 
さて、アリスガーデンでは忘年会、新年会も終わる頃だと思います。花達も春を待ち望んでいると思いますが・・最近ちょ

っとした珍事件が発生しております。植栽した花が抜かれているのです。周りを見渡すと黒い影が・・・カラスです！！ 
多分、鳥にもイノシシと同じように畑等を荒らす周期があると思いますので、新年一回目の補植だけで済んでくれることを

願ってます。次にコンテナ長年の使用でヒビ割れ等の劣化が目立って来ています。その都度補修していますが追いつかなく

なっています。そしてタイル！もうどんどん剥がれています。歩行の妨げになると思います。 
そんな問題を一つ一つ解決していく、そんな一年にしたいと思っています。 

■活動報告 

 ○アリスガ－デン定期活動 

 ☆１２月２０日(木)  １０：００～１２：３０ 

  参加者：アオギリ１名 セトラグリーンプロジェクト４名 

  作業内容：①植え込み（ウッドコンテナ３基、リナリア抜き取り、ノ－スポ－ルへ） 

②除草、追肥 ③かん水 ④清掃活動 

 ☆１月１７日(木)  １０：００～   

  参加者：セトラグリーンプロジェクト（松原、小笠原、尾崎 ３名） 

  作業内容：カラスによる、花を抜き取られた場所への補植 清掃 散水 

報告：以前から倉庫の階段にワックスがこぼれているようです！！ 

人によっては、大怪我の可能性アリなので、注意して下さい！！ 

 ○アリスガ－デン手入れ作業 

 ☆１２月４日(火)・１１日(火) ９：００～１１：００ 

  参加者：グリ－ンスタッフ延べ６名 

セ ト ラ 通 信 
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  作業内容：一般手入れ（ハボタン２４ｐ植え込み、除草、かん水、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 
■活動報告 
☆ １月 ９日(水)  午後１時３０分～  定例活動（プラザ周辺の花の手入れ） 

午後２時３０分～  イベント打ち合わせ２ 
                                                          

━━* 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」として採択されています。 

《2012年下期のAH!イベント・ガイドブック》好評配布中！ 

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

2012年12月14日 REPORT 

【Alice first chance】 

今回は5組がエントリー！ 
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インパクトあるアカペラ、中学生ボーカリストなどなど個性的な面々が登場する中、 

実力派のキーボード弾き語りで、楠美月さんが優勝しました！ 

 

【レッドリボンキャンペーン】 

12月1日は世界エイズデー。これに合わせて、今回のAH! は「レッドリボンキャンペーンin広島」との共催で行いました！ 

 

エイズについて理解を深めようという目的です。よしもと広島の「フリータイム」さんが登場、 

エイズやHIVに関するクイズにも挑戦！つづいて、アンジュヴィオレの選手のみなさん・監督さんも登場！ 

トークショーが行われました。さらに、会場には、広島を代表するゆるキャラ、ブンカッキーも来てくれました！！ 

【BMX】 
そして、ステージ前に大きなスペースが――繰り広げられたのは、迫力の BMX！観客席からは、食い入るように見つめる視

線！！ 

  
日本選手権優勝・世界選手権準優勝経験者でもあるBMXプロライダー「TAKA」さんも登場してくださいました！ 

【ライブペイント】 

この日、12月8日……日米開戦の日……ジョン・レノンの命日……命への思い、こどもたちへの思い。 



 4

 

YUICHIさんの力強い表現がありました。 

【IDOL-ROOM】 

正光女子のみなさんは、普段は正光技建という会社の事務員さん――8 月のシングルリリース以来、地元廿日市や広島市を

中心に各地のイベントに出演、メディアにも登場するなど、活躍中！「正」「光」「女」「子」のうちわをもって声援を送る

ファンの姿も！！（下・左） 

 

 

 

そして、STUDIO MAPLE 所属のアイドルのみなさんが初登場！STUDIO MAPLE は、本通のランドマークビル 2F にある劇場で

す！！ぜひぜひ、足を運んでみてください。（上・中） 

正光女子からのスピンオフユニット さくマイさんは、デビューシングル 「テンテコマインド」の発売を12月16日に控え

てのステージ。さらに、マイマイさん、2013 年夏公開予定の映画「アオギリにたくして」への出演も決定しました！MC だ

けでなく、ステージングでもアピール！ 観客席からは声援!! 魅力はしっかり伝わったようです！（上・右） 

【Dance Dance Dance】 

この日は、Dance作品メドレー！2012シーズン、毎回AH! で白熱したバトルを繰り広げてきたSTUDIO One SelfとSDA(Street 

Dance Area)によるダンス作品です！ 

  

バトルでの情熱そのままに、いつもとは雰囲気の違ったパフォーマンスが、観客席の人々の目を楽しませました。 

【Hiroshima Club scenE】 

まずは、前回にひきつづき登場Tigaさん！自分のやりたい音楽を貫くというまっすぐなスタイル！（下・左端） 
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そして ACE COOL さん、夢に向かうひと、壁にぶつかったひとの背中を歌で押せたらと、「ADVANCE」という歌も披露してく

ださいました！（上・左から2番目） 

そして、Cazumaさんとのコラボも――Cazumaさんは、ソロでシンガーとしても活動中です。（上・右から2番目） 

TOY SOLDIERさんは、アルバムTOY BOXをリリースしたばかり、今回も、会場をフルに生かしたステージングで観客を巻き

込みました。（上・右端） 

【広島STREET魂】 

トップバッターは、ひげGさん。ベテランのシンガーソングライター。その歌声に会場が自然に盛り上がっていきます――

イベント・ライブハウス・ストリートと精力的に活動中です。 

   

つづいて、森恵さん。またAH! に帰ってきてくださいました！今回は、メジャー1stアルバム『いろんなおと』をひっさげ

ての広島凱旋です！圧倒的な歌声で、会場を包み込みます――（上・中） 

トリは、佐々木リョウさん。今回は、重大発表がありました。次回3月をもって、「広島STREET魂」に一度、 

幕を降ろすことになったのです。しかし、それは挑み続ける姿勢からの決断！この日も挑戦のライブ！！（上・右） 

新年も新たな挑戦が見られそうです！ 

《Note》 

この日は、ガブルバーガーさんが出店！日本ではめずらしい、ターキー（七面鳥）のお肉を使っています！「ヘルシーバー

ガー」をコンセプトに出店、各地のイベントを支援されています！（下・左） 

  

そして……戦争にまつわる12月8日――NO WARのキャンドル――（上・右） 

平和を想う、灯火が輝きつづけました。 

(文章:近藤倫生) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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次回は３月9日(土)・10日(日)です。 2日展開です！ 

1月・2月は寒いのでお休み！来年春一番、3月にお目にかかりましょう！ 

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。♪ 

【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 

寒さが厳しくなってきたが、子どもたちは元気いっぱい。火を使い、食べ物を焼く姿が目立ち、昼食をひろばで取る家族

を見かけるようになった。 

来年度を見据え、①ゆうえん隊募集に再度力を注ぐ。今まで、ボランティアで来てくれた方をリストアップし,イベント時



 7

や人数が足りないとき等に事務局より連絡できるようにし、大学やＳＮＳ上で積極的に呼びかけを図る。②来年度の計画を

資料作成する。遊会、拡大遊会で話し合う際の一助にできたらと考える。また、11月30日付の中国新聞『広島市中央公園

再整備案』芝生ひろば西側の樹林帯に冒険遊び場を常設という記事が掲載される。 

 

１，ひろば活動 

２日（日）  雨 参加者１０名 リピート率６０％  スタッフ数８名 

（広島修道大学ボランティア4名） 

１６日（日）  晴 参加者１７名 リピート率５２％  スタッフ数１２名 

（広島修道大学・広島女学院1名） 

 

※12月までのひろばデータ 

21回開催（1回は台風接近で中止）スタッフのべ参加213名（ボランティア20名） 

子どものべ参加762名（平均３６．2人）リピート率４７％ 

 

２，寄付金について 

２日                             ２００円    

１６日                            ２０１０円 

（松本明久さんより、クリスマスプレゼント寄付品として、コピー用紙5000枚、ケトル、ＣＤ―Ｒをいただく） 

今年度の合計                        ２９９３８円 

 

３，諸連絡 

日誌が、ＭＬの共有ファイルに適時ＵＰされているので、ご覧ください。 

 

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。ひろばの開催直近木曜日に配信 

・昨年度からの参加者データを整理中。 

・アンケート中間報告の準備。 

・寄付品サイト立ち上げ、管理。 

 

   
 

報告：松本浩樹（事務局担当） 

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

予告！「自遊ひろば」が旧日銀に出張！ 
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 

Hiroshima ＥＸsite 

Play the ART アートで遊ぶ 
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自遊ひろば＠旧日銀 

  

期間：2013年2月16日(土)～2月24日(日) (9日間) 

   搬入・設営：2月15日(金) 11：00～17：00 

   撤去・搬出：2月25日(月) 11：00～17：00 

場所：旧日本銀行広島支店 １F  

主催：ＮＰＯ法人セトラひろしま 共催：中央公園冒険遊び場“もとまち自遊ひろば”の会 

協力：ＮＰＯ法人アートプラットホームＧ コーディネート：ＮＰＯ法人ひろしまジン大学 

プレーワーカー： “アート自遊ひろば”遊援隊（ゆうえん隊） 

 

目的： 

遊びはこどもの健やかな成長にとって重要な要素である。 

こどもたちは遊びの中で、即興的にさまざまなモノやヒトと関係を創造し、環境適応力を身につける。その行為はまさにア

ートに通じるものであろう。なぜならアートする能力こそ、ともすれば日常の固定化し生命力を失った見方から自由に逸脱

し、新しい見方を発見し創造する能力であり、こどもたちにとって、遊びというアート、あるいはアートという遊びは、オ

ート（自己）・ポイエーシス（制作）の行為そのものであろう。 

私たちは、本企画において、遊びというアート、あるいはアートという遊びという体験がこどもの成長にとっていかに重要

であるか、認識と理解を深めたい。 

加えて、広島市こども未来局が行う、中央公園冒険遊び場“もとまち自遊ひろば”の記録写真展を行うことで、冒険遊び場

活動の意義の認識と理解を深め、啓発・普及を目指す。 

 

内容：展示とワークショップ「アート自遊ひろば（アート遊び場）」の展開 

 

【展示】 2月16日(土)～2月24日(日)＠旧日本銀行広島支店 １Ｆ 

１）写真展 「ドキュメント“もとまち自遊ひろば”」    

  その他、 “自遊ひろば”をイメージさせる展示 

 

【ワークショップ「アート自遊ひろば（アート遊び場）」】 

子どもの参加者が巨大画面（アート自遊広場）にお絵かきしたりコラー

ジュしたりする。 

日時：①2月16日(土)  １３：００～１５：３０ 

②2月23日(土)  １３：００～１５：３０ 

③2月24日(日)  １３：００～１５：３０ 

場所：旧日本銀行広島支店 １Ｆ メインロビー 

参加者：小学校対象 各回 10名まで（事前募集） 

■こども参加者募集！ 

小学校のみなさん対象です。各回1定員１0名まで、定員になり次第締

め切ります。 

お申込み締め切り日：2月14日(木) 

申し込み・お問い合わせは・・・ＮＰＯ法人セトラひろしま 

TEL 082-545-7611 メール children@cetra.jp ブログ 

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

 

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

☆ひろばでは、当日の自遊ひろばのお手伝いをしてくださる 「支え隊」を募集しています。  

たとえば・・・  

・ひろば設営の準備及び片付け  

・大人カフェでの企画のお手伝いなど・・・  

こんな方におすすめ！  

・ひろばの活動を「なにかしてみたい」方。  

・お子さんが、ひろばで遊んでいて、時間が空いている方  
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詳しくは、ひろばスタッフにお問い合わせください。  

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

☆『自遊ひろば公式ブログ』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 

 

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

これからのひろばのよてい (2013年) 

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！ 

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

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】文化交流プロジェクト 

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

予告！3月にボーダレス・ライブイベント開催！！！ 

BORDERLESS LIVE COMPLEX “Hiroshima EX vol.1 (仮称)” 

expression（表現）、expansion（発展）、exhibition（展示）、experience（経験）、explosion（爆発）、exposure(露出）、

exchange(交換）など、「超える」「広がる」という意味合いを持つ“EX”をキーワードとして・・・・ 

音楽・ダンス・パフォーマンス・アート・映像とジャンルを超えて気鋭のアーティストが集い・・・・ 

ボーダレスなライブ空間の中、高密度なコミュニケーションを図り・・・・ 

広島から来るべき文化スタイルを発信します。 

 
■期日：２０１３年３月３０日(土)・３１日(日)  各日 14:30～20:00 

■場所：広島市まちづくり市民交流プラザ マルチメディアスタジオ 

■目的：広島市未来都市創造財団平成２４年度下期文化活動助成金事業として、次代の

地域文化の担い手を育成・支援し、広島から来るべき文化スタイルを発信します。 

 

■内容（コンテンツ） 

①2dayイベント、ライブパフォーマンスを通した表現やコミュニケーション空間の創出。 

☆ジャンルフリーのボーダレスなライブ（音楽・ダンス・ライブペインティング・パフ

ォーマンス・演劇等）の配置。 

☆空間を演出するインスタレーションアート、ＶＪ（映像表現） 

②ロビーでの出演者そしてオーディエンスのコミュニケーションの促進 

③全コンテンツのＵ-stream 中継やソーシャルメディアなどによるコミュニケーション

展開 

 

■プログラム 

《ライブ》 

３月３０日(土) リハーサル：11:00～13:30 

３月３１日(日)  リハーサル：11:00～13:30 

 

■参加アーティスト：  

１６組 

《参加予定者》(2013.1．20現在) 
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Moto（VJ）、美音異星人（パフォーマンス・アート）、婆娑羅（和楽器バンド＋宮本 直美（和太鼓）＋野村彰浩（ピアノ＆

シンセ）、オールスターズ（バンド）、少年フォーク（バンド）、JAMa-z（アサラト＆ギター）、春秋分点（エレクトロ・ロッ

ク）、山下眞麗子（パフォーマンス・アート）、吉松幸四郎「flor del sol」（電子音楽系）・・・・ 

■チケット イベント２日間フリーパス １，０００円 

 

■主催：特定非営利活動法人セトラひろしま 

＊財団法人広島市未来都市創造財団平成２４年度下期文化活動助成金事業 
 
 
 
┏┓ 

┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
今日（１５日）広島市の２４年度「環境美化功労者」表彰式にセトラひろしまを代表して出席しました。活動歴５年の受賞で

す。一緒に活動していただいたみなさん、ごくろうさま。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。 

私事ですが、今年は６回目の巳年を迎え、年男として、先日の町内とんど祭りで、初めて“火入れ”をさせてもらいました。

思い返せば永い年月の間に肉親や友人、知人の弔事にも多数遭遇し、悲しい別れが有りましたが、この年まで生き残り、大し

た不具合もなく暮らせていることは正に僥倖というべきことかなと思えます。また、セトラや住んでいる地域でささやかな社

会貢献が出来ることに幸せを実感しています。老骨を今年もよろしくお願いします。 

袋町公園の美化活動は１月１０日からスタートしました。                         （本山） 

■活動報告（１２月） 

●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。 

■活動予定（１月・２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 

１月→→１０日、１７日、２４日、３１日 

２月→→７日、１４日、２１日、２８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 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◇ 


