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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
４月・５月合併号のセトラ通信となりましたが、ごゆっくりご覧ください。
（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
最近、アリスガーデン構外の駐輪場、横でとても残念な暴力事件が起きました。
私は常日頃から、清掃作業や花を植えている合間に、凶器になるような物（例、ガラス瓶、金属の棒、傘等）が落ちていな
いか見て歩いています。事故や、事件を未然に防ぐには、小さなことの積み重ねと考えています。言われただけの業務を淡々
とこなすだけではなく、時には周りを見渡してみるのも大事です。なかなか時間等に、ゆとりがなく難しいことですが、私
は心がけて行きたいです。
そして、花壇の花を見て少しでも心に癒しの効果があればと思っています。
これ以上、事件や事故が起きないことを願っています。
（報告：オザキ マサヒロ）
■活動報告
○アリスガ−デン定期活動
☆４月１８日(木) １０：００〜１２：００
参加者：中国電力ボランティア２名、グリ−ンスタッフ４名 計６名
作業内容：植え込み、除草、追肥、かん水、清掃
☆５月１６日(木) １０：００〜１２：００
参加者：あおぎり１名、中国電力ボランティア２名、グリ−ンスタッフ４名 計７名
作業内容：ビオラ抜き取り、除草、かん水、清掃
○アリスガ−デン手入れ作業
☆４月９日(火)・２３日(火)・３０日(火) ８：３０〜１０：３０
参加者：グリ−ンスタッフ延べ７名
作業内容：一般手入れ（除草、かん水、清掃活動）
、植え込み
☆５月７日(火)・１６日(火)・２８日(火) ８：３０〜１０：３０
参加者：グリ−ンスタッフ延べ９名
作業内容：一般手入れ（除草、かん水、清掃活動）
、植え込み（トレニア、ナデシコ）
※５月の連休も過ぎ、春の花はいよいよ終わりとなります。約７ヶ月間咲き続けました。
６月には夏〜秋の花苗を植え付ける予定です。
■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
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◎ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
今年のゴールデンウィークは皆さん、楽しまれましたか？９２年ぶりに開催された菓子博「ひろしま菓子博２０１３」と
「フラワーフェスティバル２０１３」のビッグイベントは大いに盛り上がり、見込まれた経済効果に広島は酔いしれている
のでしょうか？
去る５月１５日水曜日、我が倶楽部のビッグイベント「袋町小学校２年生児童との花育活動」を行いました。新２年生と
なって少し成長した子ども達と久しぶりに会って、お互い笑顔を交わすと瞬く間に辺りはほのぼのとした雰囲気に包まれ、
和やかにスタートしました。毎回子ども達全体の雰囲気が違いますが、今年は・・・やんちゃ系というか、子供らしい子ど
もが多く、通りがかった人々が思わず笑みをこぼす光景に出会いました。
今年の寒暖定まらない気候は花にもダメージを与えたようでしたが、突然夏のような陽気となり、ビオラも慌てたように
成長し、抜くには惜しい気持ちの中でインパチェンスに植替えました。
植替後の子供たちとの集まりでは、今日の活動の感想より花に関する質問攻めでした。長年にわたりこの活動を続けてき
た私達にとって、子ども達が花に興味を持ってくれたことに喜びを感じずにはいられませんでした。少しずつではあります
が、この喜びが私達の肥やしとなり、ボランティア倶楽部存続に導かれていることを改めて認識した１日でした。
おじちゃん！おばちゃん！・・・頑張ります！！子ども達にエネルギーを貰って、楽しく活動が続けられそうです。年２
回、充電活動の貴重な１日でした。
■活動報告
☆５月１５日（水）
袋町小学校児童との花育活動
交流プラザ前に設置してある焦げ鉢１３基にビオラからインパチェンス（白・赤・ピンク 各鉢に
１０ポット）に植替え
植替え出来なかった焦げ鉢の植替え、周辺美化活動
■活動予定
☆未定（６月初旬）
大型コンテナの植替え
━━* 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。
……………………………………………………………………………………………………………………………………

4.7 イベント AH! 「世界自閉症啓発デー」スペシャル レポート
この日は、AH! では比較的めずらしく、小雨が降ったり止んだりの天候……ですが、ステージ・観客席用にテントを用意し
てスタートしました！

【Alice First Chance】
今回は番外編，まず登場したのは，シンセビートメイカー Milky さん（下左）
。オリジナルのラップで会場を沸かせます！ 積
極的に製作活動、路上ライブを展開しています！
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つづいてミエリさん。AH! や姉妹イベント INDIKET でもおなじみのオールスターズのボーカル！この日は、ご本人いわく「修
行」のためソロで登場！彼女自身が歌詞を手がけたオールスターズの楽曲をエレキギター一本で披露！
独特の世界が炸裂しました。

【世界自閉症啓発デー」スペシャル in アリスガーデン】
4 月 2 日が世界自閉症啓発デー、ということで、コラボレーション企画をおこないました。まずは、自閉症や発達障害につ
いてより深く知ってもらうためのクイズと解説。
「理解」の反対は「誤解」ではなく「無関心」
、
「誤解」でも「関心」があれば「理解」につながっていくとの言葉がありました。

つづいては、
“AH!tists” meet “Autism”ということで、
“AH!tist”YUICHI さんと Project NOW！にも参加しているアー
ティスト kazuya ohtani さんのコラボステージ！ぶっつけ本番の表現のコミュニケーションが展開された 15 分でした。

そして、オーティズムが語る-こんなサポートがあればリレートークのコーナーでは、自閉症の方による貴重な経験談や生
の声を聴くことができました。Autism（オーティズム）とは、自閉症のことです。
「ぼくらもライブ・パフォーマーのコーナー」では、スペシャルオリンピックス・フラチーム「ポエラニ」のみなさんによ
るウクレレ演奏とフラの華やかなステージに出会えました。
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ブースでも、自閉症啓発ブースも開設！

また、
「3 人の自閉症アーティストによる迫力ある作品展」が開催され、出野健一さん 鬼頭純平さん 板村英治さんの作品
に触れることができました。
（上右）

【香 音】
テレビ CM・ラジオ、エールエールのイメージキャラクターと大活躍の香音さんが登場！そのエールエールのイメージソング
＆CM 曲でもある新曲「Lucky girl」も！！ニューシングルは 5 月リリース予定です！

【IDOL-ROOM】(上右)
本通の STUDIO MAPLE からひろしま MAPLE★S が登場！30 分の枠を独占！！多数のファンもアリスガーデンにつめかけ、
通りすがりの人も、アリスガーデンに釘付けに！熱気あふれる時間となりました！

【
“Dance Dance Dance”バトル】
こちらも熱気渦巻くコーナー！そして、熾烈なトーナメントバトルの結果は……なんと連覇！！ SWC が栄冠を手にしまし
た！！
いよいよ、一般エントリー枠もスタート！最終的に優勝をおさめるチームはどこか？注目してみてください！
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【Hiroshima Club ScenE】
前回も多くの観客をひきつけた DRIBBLA さん、DANDIMITE さん、TAKKINAL-D さんが再び登場！アリスガーデンから、広島レ
ゲエの魅力を発信します！！（下左）

そして、このコーナー常連、TOY SOLDIER のお二人が「危険人物」と紹介されての登場！ですが、これは「ほめ言葉」
、何が
飛び出すかわからない、会場をどんどん巻き込んで引き込んでいくライヴになりました。(上右)

【
「世界自閉症啓発デー」スペシャル・キャンドルフィナーレ】
自閉症や発達障害への「関心」を持つことの大切さに触れることができた一日――テーマカラーであるブルーのキャンドル
に灯りがともります。(下左)

【4.7 グランドフィナーレ AH! プレミアムライブ】(上右)
ブルーのキャンドルの灯りが揺らめく中、新たなスタートを切った佐々木リョウさんが登場。途中、小雨が少し強まりまし
たが、どういう障害があってもなくても「人は人」――そう語って、大切な思いを込めた「焼け野原に新芽は生えた」
「明
日の話」を披露しました。
(文章:近藤倫生)
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2013 年 5 月 3・4・5 日 フラワーフェスティバル・スペシャル
〜イベント・データ〜
■日
時：平成 25 年 5 月 3 日(金)・5 月 4 日(土)・5 日(日)
■場
所：中区アリスガーデン
■企 画 内 容＆観客動員：
【3 日】 ◎天候：晴れ
◎観客動員：１,000 人
16:30〜 チャーリーダンススタジオ・ダンスステージ
【4 日】 ◎天候：晴れ
◎観客動員：7,500 人
●ステージ
12:45〜 チャーリーダンススタジオ・ダンスステージ
13:55〜 ウパシクマ ＊地球越境音楽
14:35〜 Black Supply（渡部正吾/ギター・橋本浩司/バンドネオン）
15:35〜 ライブペインティング ＊YUICHI＋masm/ライブペインイング×KIYO/Drums
16:15〜 ブース紹介コーナー＆早飲み・早喰い競争
16:45〜 ひろしま MAPLE★S ＊アイドルユニット
17:20〜 “Dance Dance Dance”バトル <HERO 派 VS NABE 派>バトル
19:05〜 AH!プレミアムライブ 佐々木リョウ with his Band
【5 日】 ◎天候：晴れ
◎観客動員：6,500 人
●ステージ
12:30〜 光と風ヒーフー *双子姉妹デュオ
13:30 〜 広島ジュニアマリンバアンサンブル
14:40〜 The Club scenE
15:40〜 BMX *Delirium Family Presents BMX〜正しいバイクの乗り方〜
16:00〜 DANCE AGENT NABE
16:20〜 香音（kanon） ＊vocal & dance
16:40〜 ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ
18:20〜 春秋分点 ＊スーパー・エレクトリックロック
19:00〜 AH! プレミアムライブ 森 恵(ギター弾き語り)
■ブース（4 日及び 5 日）
★イー・モバイル広島中央・ブース（4 日のみ）★LAMP ブース（4 日のみ）
★アーティストのプロモーションブース
★フェイスペインティング・ブース by アーティスト集団“Project NOW”
★“ハレゾラ vol.2 in アリスガーデン”
（セラピスト＆手仕事 party)
○リラクゼーション・コラボ✩H＆M
○ボディーセラピー・コラボ✩（ANELA・Clover・およっち）
○はんこ屋 Honono
★ドリンク・ブース
★PEACH SKNOW HOUSE ブース

＊詳しいレポートは次号で！
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/
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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┏┓
┗■ 【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。♪
〜ぼくらのアソビは無限大!∞!〜
広島市平成 25 年度冒険遊び場事業
【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
………………………………………………………………………………………………………………………………………

もとまち自遊ひろばの会 4 月 活動レポート
今年度のひろばは、第 2，第 4 日曜日に変更になったが、天候に恵まれ大きな混乱もなく、活気のあるひろばが展開され
た。また、冒険遊び場事業の担当課が変更となり、あいさつや情報交換などを行う。前年度の報告、精算と今年度の計画を
市に提出をした。
１，ひろば活動
14 日（日） 晴 参加者 53 名 リピート率 43％
28 日（日） 晴 参加者 50 名 リピート率 60％

スタッフ数 6 名
スタッフ数 9 名

２，会議など
23 日（月） 市役所にて 24 年度報告／精算書類提出 近況報告など
※ひろば後に、ミーティングを行っている。
３，個人協賛金・寄付品について
14 日 2515 円
28 日 確認中
４，諸連絡
・5 月以降、ひろばの参加等は事務局（松本）に返信＋調整さんというネット上のスケジュール調整ツールを併用。
・5 月 19 日 ポップラ通りで行われる、グリーングラウンドマーケットにプチアート自遊ひろばとしてワークショップを行
う。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。
５，事務局の活動
・今年度に向けての書類準備（緊急マニュアル、連絡体制表作成等）
・ＳＮＳの管理
・日常活動の準備 など
（報告：松本浩樹）

ひろばの声 4.14
４月１４日(日) 保護者の皆様へのアンケートより
●「もとまち自遊ひろば」はいかがでしたか？
①こどもさんの様子、気付き、感じたことなど、ご自由にご記入ください。
・こどもが喜んだ♪こどもが自分で考えて遊ぶのはいいことだと思いました。大人が、あーだこーだ言わなくても子どもは
天才！
・初めて来たのですが、遊具がなく自由に遊んでいいのが、何をしたらいいのか最初は少し様子を見ている感じでした。で
も慣れて楽しく遊んでいました。黒いハンモックから何度か落ちて痛い思いも良い経験でした。
・意外と自由に遊べないことが分かりました。(既存のおもちゃでよく遊んでいるので)また来たいです。
・慣れるまでに時間がかかる子なので、何回か通ったら楽しめそうです。
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・たくさん笑顔が見られました。
・外遊びが好きな娘なので、本当に生き生きとして楽しそうでした。
・今日初めてなので、他のお友達がいて緊張気味だけど楽しそう。手作りの遊具で楽しみ方が色々あっていいと思います。
・とても楽しかったです。
・いきいきとしてました。
・初めて来ましたが、子どもの自由いしで遊べるのがとてもよいです。とても楽しそうでうれしく思いました。
・とても楽しそうでした。
・楽しそう。
・今日も色々な遊びを楽しんでいましたが、特にロープにぶら下がって遊ぶのが楽しそうでした。ひとつの遊びでも、
「次
はこうしてみようよ！」と遊びが形を変えたりするのがここの良い所だと思いました。シンプルな道具だからこそ、ですよ
ね。
・楽しそうに子どもだけで遊んでいました。小さい子どもさんと同じもので遊んでいるときは、夢中になりすぎて、少し親
がハラハラしました。
・たくさんのこどもがいるので、楽しく遊んでいます。
・のびのびと楽しくはしゃいでいました。小さな女の子の世話を焼いたりして、お姉さん気分を味わっているようでした。
②こどもさんの率直な声をおきかせください。
・普通の公園ではないもので遊べて楽しかった。
・何かを作ることが楽しそうです。
・もっとあそびたい!またきたい！
・とてもたのしかったと思います。
・とっても楽しかったです！また来たいです。
●ひろばの「大人カフェ」で何かやってみたいことがあれば、ご記入ください。
・ぼーっと過ごせるイスがほしいので、それを作るとか。
●その他、ご意見、ご感想、ご要望などがございましたら、ご記入ください。
・すばらしい。
・募金などでこれからも継続していただきたいです。気持ちだけ募金しました。中区のマンションに住んでいて、学校から
帰っても外に出ず、いつも家の中でテレビを見たり、テレビゲームばかりです。今日は、戸外でのびのびとあそべて本当に
楽しかったです。企画、運営をしてくださって、本当に感謝いたしております。また来たいです❤どうもありがとうござい
ます。
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ひろばの声 4.28
４月２８日(日) 保護者の皆様へのアンケートより
●「もとまち自遊ひろば」はいかがでしたか？
①こどもさんの様子、気付き、感じたことなど、ご自由にご記入ください。
・楽しそうで良かったと思います。
●その他、ご意見、ご感想、ご要望などがございましたら、ご記入ください。
・家の中で遊ぶことが多いので、こういう場所があるとうれしいです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆『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)
6/9(日)・23(日)

7/14(日)・28(日)
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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
└───────────────────────────────────────────────

アート・アーチ・ひろしま 2013

http://art-arch-hiroshima.jp/
主催：広島県美術館活性化対策事業実行委員会（広島県立美術館，公益財団法人ひろしま美術館，広島市現代美術館，社団
法人広島県観光連盟，公益財団法人ひろしま文化振興財団，ＮＰＯ法人セトラひろしま），中国新聞社

セトラひろしまが実行委員会のメンバーとして、サテライト企画のコーディネートを行います。
■サテライト企画
●アリスガーデンパフォーマンス広場 AH!
・開催日：①7 月 21 日(日) ②8 月 17 日(土) ③9 月 15 日(日)
・場 所：広島市中区アリスガーデン（西新天地公共広場）
・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：NPO 法人セトラひろしま
●アリスガーデンパフォーマンス広場 AH!連動特別アートプロジェクト
①展覧会「建築の生態」
・会 期：8 月 30 日〜9 月 8 日上旬（調整中）
・会場：広島逓信病院平和資料館、本川小学校平和資料館、旧日本銀行広島支店（予定）
・主 催：
「建物の生態」実行委員会 ・共 催：NPO 法人セトラひろしま

②-Transformation of TARGET- ターゲットを転換せよ
・会期：
《アクション》8 月 4 日•8 月 6 日 《展示》9 月 25 日(水)〜10 月 5 日(土)
・会場：
《アクション》平和公園 相生橋 他《展示》旧日本銀行広島支店
・主 催：Project NOW！
共 催：NPO 法人セトラひろしま
●広島インディーズ・アーティストの祭典「インディケット 2013」
・開催日：10 月 12 日(土) ・13 日(日)
2 日開催
・場 所：広島市中区アリスガーデン（西新天地公共広場）
・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
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┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
■活動報告（４月）
●袋町公園美化・定期活動➡➡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行いました。
■活動予定（５月・６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
５月→→２日、９日、１６日、２３日、３０日
６月→→６日、１３日、２０日、２７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◇
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