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

やっと残暑も弱まり涼しくなってきましたね。今年は未曾有の豪雨や災害が続きましたが、これからは平穏な日々が続くこ

とを願っています。 

2020 年の東京オリンピック開催が決定し、消費税8％も決定しました。何か日本経済が大きく動く予感がしますね。そんな

中、この広島市中心部でも新しい動きが続きます。9月21日には、パルコ本館前の丸善ビルに、スウェーデンのアパレルメ

ーカー「Ｈ＆Ｍ」が広島初上陸します。テレビなどではよく目にするショップだけに、注目度はバツグンに高く、開店時間

に何人並ぶかが注目されています。ちなみに関係者は千人程度を予想しているようです。そして10月10日には、東宝ビル

にパルコが運営する「ゼロゲート」と「ワシントンホテル」がオープンします。広島ではゼロゲートはパルコ３的なイメー

ジですが、本来はパルコよりも小型の別形態商業施設です。面白いことに心斎橋に出来たゼロゲートのテナントは、なんと

Ｈ＆Ｍのみなのです。広島でも水面下でパルコとＨ＆Ｍのせめぎ合いがあったであろうことが推察できますね。とにかく、

どちらもこの中心部を盛り上げて、遠距離からの集客が見込める材料ですので大歓迎です。楽しみですね。 

さて、セトラも秋になって、10月12・13日の『インディケット１３』と、11月2・3日の『イノコ大福フェスタ』に向けて

フル回転しています。インディケットは、協賛者が集まらずラジオ番組製作は断念しましたが、その他は順調に進行中です。

17年ぶりのイノコフェスタ復活では、ケーブルテレビとのコラボやうらぶくろ商店街、並木通り商店街との連携、そして地

元町内会との協力などが進んでいます。しかし折角素晴らしいイベントを企画しても、観客が集まらなければ過去の二の舞

なるとの懸念から、榊理事の発案で「勝手連」が結成されました。袋町のお好み焼きや「がんすけ」を根城として、みんな

でワイワイ語って盛り上げる会を度々開く予定なので、皆様、是非ともご参加下さい。 

また9月はセトラの年度末決算月で、10月23日(水)に「総会」を予定しています。会議は18時から、「懇親会」は19時か

らを予定しています。エンジェルパルテにて4000円で飲み放題となっております。是非とも多数のご参加をお待ちしており

ます。それでは、今月も話題満載のセトラ通信をご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 
 └───────────────────────────────────────────────── 
◎グリ－ンプロジェクト 
今年は、毎年続いていました、お盆休みの降雨がなく、毎日暑い日が多く、花壇の土はカラカラに乾いていました。植物は

話が出来ませんが、生きていますので、見て見ぬ振りが出来ません！！ 
そこで世間で言うお盆休みの間、時間の許す限り、朝か夕方に毎日、散水作業を行いました。植物は正直なもので水が足り

ていれば花が開き、乾いてしまえば萎れてやがて枯れてしまいます。毎年水遣りのシフトに悩まされる季節ですが、今年は

救世主が現れまして、週二回手伝っていただきました。暑いさなかに掃除までして下さり、頭の下がる思いです。 
おかげさまで、例年になく花が元気に咲いております。「季節物の苗なので部分枯れや育ちムラはありますが」・・そんな2013
年の夏でした。アリスガーデンでは、もうすぐ残暑も終わり？秋の花を植える準備に取り掛かろうとしています。 

（報告：オザキ マサヒロ）

■活動報告 

 ○アリスガ－デン定期活動 

 ☆８月２１日(木) １０：００～１２：００ 

  参加者：グリ－ンスタッフ１名  

  作業内容：除草・追肥等全般手入れ、かん水、清掃活動 

 ☆夏季かん水作業 

セ ト ラ 通 信 
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  ８月５日(月)・８日(木)・１１日(日)・１３日(火)・１４日(水)・１５日(木)・１６日(金)・１９日(月)・２０日(火)・

２４日(土)・２６日(月)・２７日(火)・２９日(木) 延べ１３名 

■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 
 夜には虫の音が響き渡り、秋の訪れを知らせてくれているにも関わらず、日中は未だ夏を思わせ、寝苦しい夜が続きます。

夏の疲れが出ておられませんか？暑さは暑熱、雨は想像以上の大雨、突然の竜巻、噴火などなど自然界には太刀打ちできな

い人間の弱さを強く思い知らされると同時に何かの警鐘ではないかと恐れずには居られません。 
回りの方で被害にあわれた方はおられませんか？心よりお見舞い申し上げます。 
 さて、お陰さまでソーシャルガーデナー倶楽部も皆さんに見守られて、活動１０年目に突入いたしました。皆様に深く感

謝申し上げます。橋本 真知子さん・本山 剛さん・曾川 仁志さん・安田 訓子さんたちの強力なタッグの基にガーデニン
グ講座から生まれたボランティア倶楽部ですが、ここまで細々と活動継続出来たのも、花好き会員の惜しみない思いやりの

賜物だと思っております。これからも互いに少しずつ少しずつスキルアップしながら、交流プラザ前の癒しの空間作り・平

和大通りサークル花壇の手入れを中心に楽しみながら活動していこうと思います。これからもより一層の応援・宣伝を宜し

くお願い致します。 

■活動報告 
 ☆８月２８日(水)   第９期総会 
            袋町小学校児童との花育活動（１１月１３日実施予定）のビオラの種まき作業 
 ☆９月１１日(水)   定例活動日 
            交流プラザ前の花へ施肥及び手入れ作業  サークル花壇の花の手入れ作業 
 
【第９期活動報告】 
  １．定例活動           １１回 （３月雨天中止）  
  ２．袋町小学校児童との花育活動   ２回 （１１月１４日・５月１５日） 
  ３．花育活動準備          ２回 （種まき・ポットあげ） 
  ４．臨時活動            ３回 （ハンギングバスケットの解体・植込み 芝刈り君講習会） 
 
【第１０期活動予定】 
  １．定例活動           １２回  
  ２．袋町小学校児童との花育活動   ２回 （１１月１３日・５月１４日）予定 
  ３．花育活動準備          ２回 （種まき・ポットあげ） 
  ４．臨時活動            ２回 （F・Fに向けての美化活動・８月６日に向けての美化活動） 
  ５．その他            必要とする活動がある場合は、メールにて案内                     

 

 

━━* 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。 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8月17日 イベント・データ 

日時：2013年8月17日(土)13：00～21：00   天候：晴れ・酷暑  観客数：5,000 

共催：NPO法人広島アニメーションシティ(担当部会Habyクラブ) 

*アート・アーチ・ひろしま サテライト企画 

8.17イベントAH! レポート 
8月のAH! 灼熱のアリスガーデン。なかなか過酷ですが、飲食ブースにも出店いただき、にぎやかにスタート！ 

   

【Alice First Chance】 

今回は、藤井悠輔さん（アコギ弾き語り）（左）、「そら豆」さん（ピアノの弾き語り）（中）、丸町年和さん（同音舞）（右）

の三組が挑戦！ 

   

丸町さんが見事に優勝しました！  

【アートパフォーマンス  美音異星人】 

衝撃的な感性との遭遇！まさに「異星」の「人」に出会った衝撃！驚きに加えて、笑い！これからも是非とも多くのひとに

出会って頂きたい衝撃です！ 

   

【YUICHI ライブペインティング】 

交錯する線、混ざり合う色、わきおこるモノ、コト…… 
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やがて、大きな羽根が現れました――「いつも心に羽根を持って」――描かれた羽根が光り輝いていました！ 

【Hiroshima Club ScenE】 

hip hop は TOY SOLDIER さん。会場を一体的にもりあげていく全力のライブ――（左）それは、T-BLaZe さんが口にされた

ように「一期一会」のライブだからこそ！ 

   
そしてレゲエは、DRIBBLA さん、DANDIMITE さん、TAKKINAL-D さんが登場！人気上昇中のライブです！DRIBBLA さんは，横

浜レゲエ祭への出演を勝ち取りました！（中） 

そして，DOUGH BOYさん登場。DRIBBLAさんとのコンビネーション「巻き込め」をDANDIMITEさん・TAKKINAL-Dさんとのコ

ラボで披露！（右）会場を，街を巻き込む熱いライブでした。 

【ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ】 

ひろしまMAPLE☆S その活動範囲は広島から中四国に広がっています！そして，今秋3rdシングルもリリース予定！ 

多くの一途なファンが会場を埋めつくす中での，勢い有るパフォーマンスでした！（下・左） 

 

             
【"Dance Dance Dance"バトル】 

今回は、9組によるトーナメント。前回より一組増えて一層熾烈なバトル！（上・右） 

さらに、いつも片時も目が離せないのが、各ダンスチームの師であるNabeさんHeroさんのダンス！！（下・左） 

   

一層会場全体のボルテージが上がったところで再びバトルに突入。 
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そして混戦を制したのはチキチキング、見事な今期初優勝でした！（上・中/右） 

【アリスGでアニメーションナイト】 

第15回広島国際アニメーションフェスティバル1年前イベント。NPO法人広島アニメーションシティさんの主催で、 

来年8月に開催される広島国際アニメーションフェスティバルをPRします！ 

大きなトラック登場――（下・左） 

   

そしてスクリーンが！（上・中） 

過去の大会受賞作品や街なかアニメーションコンクール入賞作品などが上映されました。（上・右） 

【note】 

今回もAH! は、7月に続きアート・アーチ・ひろしまのサテライト企画としてお届けしました！ 

たくさんのご来場ありがとうございました！ 

(文章:近藤倫生) 

 

アリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！ 

今年度下期（2013年9月～2014年3月）のイベントガイドブックができあがりました！ 

  

9月15日 イベント・データ 

日時：2013年9月15日(土)13：30～20：00   天候：曇り・時々小雨  観客数：5,500 

*アート・アーチ・ひろしま サテライト企画 

REPORTは次号で！ 

次回のAH! は11月17日(日)・19日(火)「えべっさん・スペシャル」です！ 

色とりどりの内容でお届けしたいと思います。 
                                                      

広島のカルチャーをアリスガーデンから全世界へ!! 
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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】INDIKET－ひろしまインディーズアーティストの祭典 

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

インディケット！ただ今参加者募集中！ 

NPO法人セトラひろしまが事務局を担当！ 

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

 
＊平成25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 

＊アート・アーチ・ひろしま2013 サテライト企画 http://art-arch-hiroshima.jp/ 

 
 

《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！ 

イベントの中で、ユニークなアーティストを評価するコンテストがあるのですが、それはオマケみたいなもの・・・このイ

ベント、本来の目的は、マーケット、市です。自分の作品を売ること・・・また集まってくる同好の人々とのコミュニケー

ションにあります・・・多種多様なインディーズの作品にめぐりあえるような場・・それがインディケットです。 

■日時：2013年10月12日（土）、13日（日） 2日開催 12：00～20：00 

■会場：中区 アリスガーデン 

【参加エントリー・アーティスト（9月15日時点）】 

《Ａ》音楽部門《ライブステージ（15分）＋ブース出店（CD/ﾁｹｯﾄ等) 》（17組） 
Es Links(R&B、POPs)、I.D. (POPs)、Jun kodakari（ギター弾き語り）、Milky（Rap music）、 
MISSIW(POPs)、橘高優士（フォーク弾き語り）、うずら（鍵盤弾き語り）、少年フォーク（ロック）、 
広島コンピューター専門学院1年（ハードコアテクノ）、広島コンピューター専門学院2年（ポップス）、 
フレンチトースト❤（アイドル）、モノトーンズ（ロックンロール）、Mupe(アコギ弾き語り)、 
西島瞳(POPs)、yokobe(POPs)、めぐ(アコギ弾き語り)、non non(弾き語り/創作音楽) 
 

《Ｂ》パフォーマンス部門《ライブステージ（5～10分）＋ブース出店（実演/ｸﾞｯｽﾞ等)（5組） 
JEKYLL（ジャグリング）、ビートポイント（YO-YO 2A(ダブルハンド)とHumanBeatBoxのコラボレーションパフ
ォーマンス）、やっさん（マジック）、ヨシモト＆やきとり（マジック）、Fes（ダンス・歌） 

 

《Ｃ》アート部門《ブース出店のみ（作品･実演等・出店は原則2日間）》（４組） 

Nts（オリジナル・アクセサリー）、Roka（液体樹脂を使ったアクセサリー）、ともひろごう（絵と本）、 
スマイルアーティストＰｏｍｕ（スマイルアート〈笑顔の似顔絵〉) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 
■お問い合わせ：インディケット事務局（NPO法人セトラひろしまが担当） 

      〒730-0035  広島市中区本通1-6  ミタキヤビル4F（ＮＰＯ法人セトラひろしま内） 

      TEL：082-545-7611 FAX：082-545-7612 E-MAIL：info-desk@indiket.net 

 
 
 
┏┓ 

┗■ 【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 

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

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７月 活動レポート 

 ひろば参加のゆうえん隊の連絡調整がスムーズにできつつある。またボランティア体験の学生も増えており、まずは『自

分が遊ぶ。楽しい！』という感覚を大切にしてほしい。２８日のひろばは荒天のため、朝の段階で様子を見たが12時30分

に中止決定。夏休みという時期や、最近参加者数も増えていただけに残念である。 

 

１，ひろば活動 

１４日（日）晴 参加者５９名 リピート率６３％  スタッフ数６名 

２８日（日）雨 ※ひろばは中止。８月の連続開催のシミュレーションを行う 

※スタッフ数４名 

２，会議など 

 遊会は、ひろば活動後にその日の振り返りと一緒におこなっている。 

随時メーリングリストで情報を流す。 

３，個人協賛金・寄付品について 

6月９日・・８６６円 ６月２３日・・１０１０円 ７月１４日・・３３０２円 

４，諸連絡 

・MLは様々な利用端末（パソコン、携帯、スマホ）で利用されている方がいるので、 

添付ファイル（PDFがベスト？）や送信時間に留意。 

・ひろばの参加把握は、調整さんの利用で効率化されている。 

ご協力ありがとうございます^^ 

５，事務局の活動 

・ＳＮＳの管理、第1期（4月から6月）までの予算執行、参加者集計、アンケート集計） 

・８月の連続開催のメディア掲載依頼（中国新聞、西広島タイムス） 

６，日々の活動から・・・ 

・熱中症に注意（子どもはもちろん、スタッフも！） 

・雨天時対策（開催有無の判断、雨天時の服装などに留意）                    （報告：松本浩樹） 

 

【８月の活動】 

8月24日(土)・24日（日）の「もとまち自遊ひろば」は、夏休みの連続開催を楽しみにしていたのですが、両日とも大

雨，洪水警報のため中止となりました。７月から３回続いての悪天候による中止、残念でした。 
【９月８日の活動】 
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      水かけごっこ         女学院大学の学生さんがゆうえん隊体験 

☆『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) 

9月22日(日) 

10/6日(日)・27日(日) 

11/10日(日)・23日(祝・土)・24日(日) 

ひろばのじかん 10:00～16:00 

参加無料！ 

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

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【５】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。 
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■サテライト企画  

 

●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 

展覧会「建築の生態」 

・会 期：8月28日(水)～9月7日(土) 

・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 

・主 催：「建物の生態」実行委員会  

・共 催：NPO法人セトラひろしま 

旧日本銀行広島支店を中心に、市内の被爆建物数箇所を会場に後藤靖

香、入江早耶、黒田大祐、チームやめよう、他数名の若手アーティス

トによる展覧会を開催しました。 

＊詳しいレポートは次号で！ 

 

-Transformation of TARGET- ターゲットを転換せよ 

8 月6 日が「ヒロシマ」と呼ばれるようになった、あの日。空を横切る爆撃機は、「T」の橋に狙いを定めた。 

それから今。同じ空の下で人々がアクションする。わたしとあなた、誰かへ。 

「ヒロシマ」から、イマジネーションが狙いを定める。Transformation of TARGET ‒ ターゲットを転換せよ- 

 

 《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 

Action.3 Catch 

9.25-10.5 AM10:00～PM5:00 at 旧日本銀行 （金・土・日はPM7:00まで） 

世界中の空が、被爆建物を包み込む。 

「あなた」の切り取った一枚が、無限大の青に溶けていく 

―空の写真を集める― 

2013.9.15までfacebookとWebにて空の写真を募集。 

2013.9.25から旧日本銀行広島支店で行われるアートイベントに 

集まった空の写真を、建物内部にビジュアル・マッピングし、 

ヒロシマの空と世界の空を繋いでいく。 

※会場では、「Transformation of TARGET」プロジェクトの全てを紹介します。入場無料。 
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中振連×セトラひろしまが総力を挙げて実施！！ 

あの伝説の祭り「イノコフェスタ」復活！ 
平成２５年度地域商店街活性化事業助成事業 

イノコ大福フェスタ 

郷土の祭り「亥の子」、新感覚で街のイベントに変身 

圧巻「大亥の子（おおいのこ）」 

88本の竹の力によって空中に吊り上がる1.5トンの大石 

大石をついて大福を願う。 

■開催日：平成25年11月2日(土)・3日(日)  ＊3日雨天の場合は4日に順延 

■場  所： 

○メイン会場／袋町公園 

○サ ブ 会場／並木通り・アリスガーデン 

○亥の子巡行／本通商店街・金座街商店街 

■主  催：広島市中央部商店街振興組合連合会・イノコ大福フェスタ実行委員

会 

■共 催：並木通り商店街振興組合・うらぶくろ商店街振興組合 

■後 援：広島市・広島商工会議所・広島県商店街振興組合連合会・中国新聞

社・NHK 広島放送局・中国放送・広島テレビ・テレビ新広島・広島ホームテレ

ビ・広島エフエム放送・ＦＭちゅーぴー76.6MHz 

■協 力：袋町地区社会福祉協議会・袋町学区子供会・中町町内会・袋町1区

町内会・袋町2区町内会・三川町町内会・新天地西町内会・広島市立袋町小学

校・NTT西日本・パパ連合・広島横笛会・日本たき火学会・イノコ勝手連 

■協 賛：NTT西日本 

■事務局・お問い合わせ 

イノコ大福フェスタ実行委員会 事務局 TEL:082-245-1448 

HP：http://inokofesta.web.fc2.com 
 

《祭りのシンボル》 

イノコ・インスタレーション“石動（いするぎ）” 

袋町公園に、長さ13ｍの孟宗竹88本を直径20ｍの円周上に立てます。竹の先端に結びつけられたロープを中央に置かれた

1.5ｔの大石に引っ張り結ぶことによって、竹の張力が加わり、大石が空中に吊り上がります。そして吊り上がった大石を

「亥の子石」とみたてて「イノコ」を行います。（装置考案者：石丸勝三） 

前日祭【11月2日(土) 】 15：00～20：00 

◎袋町公園メイン会場 

【ライブステージ“福袋”】  

出演（予定）：JAMa-z、ALL ONE familia a.k.a村人、YUICHI（ライブペインティング）、ひろしまMAPLE★S（アイドル）、

アニソン ライブ ＋ コスカレード（コスプレショー）、BeatPoin't（パフォーマンス）、SPL∞ASH（アイドル）、     

佐々木リョウ（ギター弾き語り）  

【ブース・booth】 
□うらぶくろ商店街振興組合提供ブース 

□コスカレード・ブース 他 

本祭【11月3日(日)】 9：00～20：30 

◎袋町公園メイン会場 

朝の部 「亥の子巡行」 

10：00～ 「こどもたちが並木通り・金座街・本通など周辺商店街で「亥の子モチ」をついてまわります。 

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

昼の部 「大亥の子」（おおいのこ）  
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15：00～こどもたちが88本の竹の力をかりて1.5トンの大石を空中に吊り上げ、 

大石をついて大いなる福を願います。 ＊祭り囃子：広島横笛会 

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

  夜の部 「祝祭」 

18：00～ ネオ神楽「BASARA」  

ライトアップされた祭り場で、時空を旅する野外ファンタジーが繰り広げられます。  

19：10～ 「かがり火点火」「亥の子餅振る舞い」 

19：30～ 「宴」お祭りを祝って踊りましょう！ 

【祝祭出演者】（予定） 

・和楽婆娑羅BASARA〈＊榊記彌栄（筝・17絃）/宮本直美（和太鼓・パーカッション）/野村彰浩（ピアノ＆シンセ）/OKOTO

バンド紗々・〉・福原 一閒（篠笛・能管）・中田千湖（コンテンポラリー・ダンス） 

・ゴトウイズミ（アコーデオン弾き語り）・こと（神楽笛・篠笛）・鼓谷 義之と広島民俗歌舞団“おとまい”  

・ウパシクマ（越境的地球音楽）・VJ＆ART＊よこたよしき＋Moto（映像＆VJ） 

〈祝祭演出〉Team-Inoko（ゴトウイズミ・よこたよしき・榊記彌栄・石丸良道） 
【ブース・booth】 
□うらぶくろ商店街振興組合提供ブース 

□多国籍屋台ブース 

□たき火学会ブース 

◎本通会場    

ダンシング・パレード  

14：30～ ひろしまケープルテレビ制作『大ちゃんの都合によりー・。』のMC2名(大松しんじ,土手香那子)を含めた 

ダンサー約100名が本通をダンシング・パレード！！！ 

◎並木通り会場 「並木通りカルチャーデー」  

11：00～16：00 

【ブース・booth】手紙家・熊谷哲也、“ハレゾラ in並木通り”（セラピスト＆手仕事party)他 
【大道芸】虹の森のレインボーズ（サイコデキシビリー）他 

◎アリスガーデン会場  「広コン」イノコ大福フェスタスペシャル 
 

こども参加者大募集！！ 
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2013年8月6日  

被爆６８周年 慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music” 

REPORT 
■日時：2013年8月6日(火)  

■場所：元安川親水護岸 とうろう流し会場  

■2013とうろう流しゾリステン---音楽奉献団 

《筝・17絃》        榊 記彌栄 ＜Kimie SAKAKI＞ 

《薩摩琵琶》        大野友梨子＜Yuriko OONO＞ 

《篠  笛》        福原 一閒＜Ikkan FUKUHARA＞ 

《クラリネット》        伊藤 紀江＜Norie Ito＞ 

《シンセサイザー》     Ｂｏｍ (光行 剛) 

《打楽器》         宮本 直美＜Naomi MIYAMOTO＞  

《テルミン・アコーデオン》三宅珠穂＜Tamaho MIYAKE＞ 

《クリスタルボウル》      はら まゆ美＜Hara MAYUMI＞ 

《Computer performance》  Takashi Suzuki 

 
2013.8.6は5分おきに水分を取らなくてはならなかった。1光年も距離が離れているけど。「水をください・・・」
ということが身にしみる。 
そんな中、とうろう流し「慰霊の音楽」を終えることができた。場を共有できたスタッフ、演奏家、そしてその場に

臨んだ多くの人たちに感謝したい。 
「慰霊の音楽はコンサートライブではなく、とうろうを見送るサウンドアンビエント（音環境）の生成を志向する。」

というコンセプトにたち返ると、まだまだ足らないもの、あるいは余計なものがある。ミニマルに（今年の Suzuki 
TakashiさんのPerformanceのように）・・時に情感を喚起し（これが時に危険なワナにはまることがあるが・・・）、
そして沈黙。いずれにしても、新しいスタイルを求めていかなくてはならない。 
もちろんそういった音など必要がない・・という根底的な問いもあるのは知っている。個々人の日常の中にこそ平安

や慰霊への希求がある・・・と。 
しかし人はときに強度ある時と場というものが必要なのではないか・・その時人は、個々人を超えてある集団の中で

共有するとか、反発するとか・・それが新たな記憶の再生につながる特異点となるような。(石丸良道) 
 

 

 

┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
■活動報告（８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（９・１０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 

９月→→５日、１２日、１９日、２６日 

１０月→→３日、１０日、１７日、２４日、３１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◇ 


