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

急激に寒くなりましたね。ほんとに日本の四季が、夏と冬の二季になりつつあるように感じます。体調にはお気を付け下さ

い。 私はダイエットで４kg減に成功したのですが、まだ膝が痛い．．． 

１１月の２・３日には、１７年ぶりに復活した伝説のお祭り『イノコ大福フェスタ』が開催されました。３日はあいにくの

雨でしたが、夕方には何とか上がって夜のイベントは大盛況でした。初めて見られた人は必ず驚き、感動され、昔を知る人

には懐かしさと喜びを与えたお祭りでした。本通・金座街で行われた昔ながらの「亥の子」も、少ないのではと危惧された

子供たちの参加も大盛況！大いに盛り上がりました。そして一番うれしかったのが、複数の袋町公園の近所の方から「いい

お祭りだ、また是非やってほしい」との声を掛けて頂いたことです。終了後の打上でも「来年もやりたい！」という声を多

数頂きました。しかし予算と労力の関係から毎年開催するのは難しいので、２～３年に１度ではどうか、ということでまと

まりそうです。後は資金集めをどうするか．．．ですね。 

このお祭りは、多くの方のボランティアとうらぶくろ商店街の協力によって成立しました。特に前日と翌日の準備と後片付

けは大変な作業でした。お手伝い頂いた皆様、本当にご苦労さまでした、ありがとうございました。またやりましょう！ 

それでは合併号になってしまいましたが、今月のセトラ通信も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 
■活動報告 

 ○アリスガ－デン定期活動 

 ☆９月１９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３名 合計５名 

  作業内容：除草・追肥等全般手入れ、かん水、清掃活動 

 ☆１０月１７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 合計６名 

  作業内容：植え込み（ビオラ）、抜き取り・除草・整地・施肥、かん水、清掃活動 

 ○メンテナンス作業 

 ☆９月１０日(火)・２４日(火) ８：３０～１０：３０ 

 ☆１０月１日(火)・２２(火)・２９日(火) ８：３０～１０：３０ 

  参加者：グリ－ンスタッフ延べ１３名 

  作業内容：手入れ、補植（ワイヤ－プランツ、リシマキア）、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 
 

セ ト ラ 通 信 
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◎ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
 日中は、夏を思わせる暑さに閉口させられ、朝夕は、秋の肌寒い感じ以上の寒さを感じ、体調を崩している人も多いので

はないかと思われますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか？ 
 彼岸のころになると今年の異常な暑さに惑わされることなく、燃えるような赤色彼岸花の開花に自然の力は凄いなと感心

したものの、我が家では、今夏に花をつけなかったアジサイの花が咲いたり、ニュースでは、桜が咲いたとか・・・自然の

時計さえも狂わせた異常な夏だったと改めて思い知らされる今秋です。 
 我が倶楽部メインイベント PART2 「袋町小学校児童との花育活動」が来る 11月 13日(水)に行います。子ども達からた
くさんの活性エネルギーを貰うとっておきの時間を一緒に共有しませんか？ 
興味のある方は、是非ともお越しください。お待ち致しております。 
■活動報告 
 ☆10月9日(水)    台風接近情報により定例活動中止 
 ☆10月9日(水)    定例活動後、午後より植物公園にて「花と緑の交流サロン講習会」台風接近情報により、中止 
 
■活動予定 
 ☆11月13日(水)    袋町小学校児童との花育活動                                    

 

 

━━* 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。 

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

アリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！ 

9月15日 イベント・データ 

日時：2013年9月15日(日)13：30～20：00   天候：雨のち曇りのち晴れ  観客数：6,000 

●ステージ 

13:30～ Alice First Chance   

＊下坂恵（ギター弾き語り）、Crazy yass(ダンス)、 Jun kodakari（ギター弾き語り）、TOMOT（語り） 

14:20～ cocoroto artist  

14:55～ ライブペインティング  ＊YUICHI 

15:25～ ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ   R☆ZIPPER 、ひろしまMAPLE★S 、こすぴッと（鳥取） 

16:35～ Hiroshima Club ScenE  《広島の“漢”たちが繰り広げる極上のステージ》 

               ◎REGGAE：DANDIMITE、TAKKINAL-D 

17:45～ AH!ライブプレミアム 佐々木リョウ 

18:30～ “Dance Dance Dance”バトル 《複数のダンスチームによる勝ち抜きバトル》 

■ブース 

★イー・モバイル広島中央・ブース 

★AH! 飲食ブース 鞆の浦コロッケ 他 

★“ハレゾラvol.3 inアリスガーデン”（セラピスト＆手仕事party) 

★アーティストのプロモーションブース  

9.15イベントAH! レポート 
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前日は雨。この日も時折、雨粒が落ちたり、また晴れたりと曖昧な天候――客席にもステージにも雨対策用にテントを用

意してスタート！ 

前回同様、飲食ブースにもご出店いただき、前回よりもたくさんの方に楽しんで頂けたようです。(下・左) 

   
はんこ屋 Hononoさんの実演販売も人気です！（上・右） 

【Alice First Chance】 

 今回は、めぐ（ギター弾き語り）、Crazy yass(ダンス) 、 Jun kodakari（ギター弾き語り）、そして我らが MC TOMOT の

「怖い話」！四組の挑戦！！ 

 

     

        めぐ             Crazy yass       Jun kodakari         TOMOT 

 プロのMC TOMOTがFirst Chance挑戦というサプライズ――ハイレベルな挑戦者がそろった9月のAlice First Chance、 

リハーサル中から、観客を魅了したCrazy yassさんが優勝しました。 

 

【YUICHI ライブペインティング】 

描かれていく0と1、デジタル――しかしそれを描いているのは人間の手―― 

描かれる5つの輪、開催が決定した2020 東京オリンピック。沸き起こるだろう色々なこと悪いことも、そしてたくさんの

良いことも！よりよい未来をこどもたちに。力強い思いがあります。 

 

【ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ】 

トップバッターは、鳥取の米子から来てくれた「こすぴっと」さん。みおさんとrenさんの二人組！米子を中心にしながら、

全国各地でステージ展開中！オリジナル曲による元気で愛らしいステージ、初登場の広島でたくさんの観客をひきつけまし

た！（下・左） 
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つづいて、R☆ZIPPER さん。ダンス担当のさおりさんと、アイドル担当のりみさん！こちらも二人組！カープの応援歌にオ

リジナルの振り付けでのチアも披露！！やはりたくさんの人を虜にしました。（上・右） 

 

最後は、ひろしま MAPLE★S さん。やはり、地元だけでなく各地に活動を広げています！もちろん地元広島でも支持を拡大

中！！3月、6月とシングルも続々リリース、この冬にも、さらに新曲をリリース予定――絶好調です！ 

  

最後は、出演全アイドルで記念撮影タイム！！（上・右） 

 

【Hiroshima Club ScenE】  

今回は、DANDIMITEさん、TAKKINAL-Dさんが登場！人気拡大中のレゲエ！熱くて、おもしろいライブに、会場がどんどん盛

り上がっていきました。 

  
 

【AH!ライブプレミアム 佐々木リョウ】 

自他共に認める晴れ男の登場に、すっかり雨の気配は去り――AH! では5月以来となるステージ！ 

8月6日には、平和を主題に、同じアリスガーデンでPEACE音楽会に参加、「平和」に強い思い入れを持って活動を続けてい

ます！ミュージックビデオ公開中の「明日の話」も披露！「平和」への思いは「明日」――「未来」に対する情熱……観客

の数はライブが進むにつれどんどん増えていきました。(上・右) 

 

【"Dance Dance Dance"バトル】 

今回は10組のトーナメント！バトル前に、ダンスショーも！！Alice First Chanceで優勝したSTUDIO onese1f.のインス

トラクターでもあるCrazy Yassさんもダンス！ここでもCrazy Yassさんのダンスに詰めかけた観客の視線が釘付けになり
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ます。その熱いテンションのままバトル突入！（下・左） 

 

   

年齢もダンス歴も関係なく実力がぶつかり合う真剣勝負！！（上・中-右）

  

決勝は、前回優勝のチキチキングとそして初優勝を狙うストライク。（上左）そして――ストライクの勝利！（上・左） 

見事、栄冠を手にしました！ 

(文章:近藤倫生) 

AH! ・・・11月17日(日)・19日(火)「えべっさん・スペシャル」 

REPORT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/ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
┏┓ 

┗■ 【３】INDIKET－ひろしまインディーズアーティストの祭典 

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

NPO法人セトラひろしまが事務局を担当！ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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REPORT 
【イベントデータ】 

■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。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です。 

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

○会場：広島市中区 アリスガーデン（広島市広島市西新天地公共広場） 

○観客動員：のべ約15,000人（12日約6,500人、13日約8,500人） 

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

■企画内容： 

1．アートマーケット：自主制作作品の販売（CD、DVD、アートグッズ・アパレル作品等）  

2．プレゼンテーションライブ  

3．インディケットアワード各賞の発表と授賞式（10月13日 19：00～ ） 

4．RCC協力によるUSTREAM中継（インターネット番組配信）と特設ページでの動画配信 

5．グランプリ投票（音楽部門 RCC特設サイト、パフォーマンス部門 INDIKET公式サイト） 

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

■エントリーアーティスト 

音楽部門18組（出演順） 

広島コンピュータ専門学校音楽制作1年生（ロック）・広島コンピュータ専門学校2年生（ポップス）・I.D.（POPs）・フレ

ンチトースト❤（アイドル）・mupe（アコギ弾き語り）・yokobe（POPs)・JUN KODAKARI（ギター弾き語り）・milky（Rap 

music）・めぐ（アコギ弾き語り）・モノトーンズ（ロックンロール）・non non（弾き語り/創作音楽）・うずら（鍵盤弾

き語り）・少年フォーク（ロック）・Es-LinKs（R&B POPs）・橘髙優士（フォーク弾き語り）・MISSIW（POPs）・Group3

（POP）・西島瞳（POPs） 

パフォーマンス部門7組（出演順） 

やっさん（マジック）・ヨシモト&やきとり（マジック）・Crazy yass（ダンス）・Fes（ダンス・歌）・しんのすけ（マジック）・

JEKYLL（ジャグリング）・BEAT POIN'T（YO-YOとHumanBeatBoxのコラボレーション） 
アート部門8組（申し込み順） 

NIKORUS GO（絵と本）・roka-ろ過-（液体樹脂を使ったアクセサリー）・Ses Clichés（オリジナル・アクセサリー）・スマイ

ルアーティストPomu（スマイルアート（笑顔の似顔絵））・はんこ屋Honono（はんこ実演販売）・マージ（革雑貨・ハンドメ

イドアクセサリー）・よしひろ（イラスト）・Maison de Flore 

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

■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 

■協力：広島市中央部商店街振興組合連合会、(株)ステージユニオン広島、NPO 法人クリーンディーシークラブ、ライブ楽

座、cocoro-toプロダクション、NPO法人アートプラットフォームＧ、RIN STUDIO、NPO法人セトラひろしま 

■特別協賛：中国放送(株)  

■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/ 

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

■各賞 

音楽部門グランプリ Group3  

ベスト4（グランプリノミネート） Group3・少年フォーク・MISSIW・西島瞳 

ベストテクニック賞 橘髙優士 

オーディエンス賞 西島瞳 

パフォーマンス部門グランプリ Crazy yass 

ベスト3（グランプリノミネート） Crazy yass・JEKYLL・BEAT POIN'T 

オーディエンス賞 BEAT POIN'T 

アート部門グランプリ NIKORUS GO 

まちなかアート賞 スマイルアーティストPomu 

皆勤賞 橘髙優士・うずら 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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■グランプリ投票結果 

音楽部門 RCCのINDIKET'13特設サイトで実施 

少年フォーク 454票 MISSIW 549票 Group3 582票 西島 瞳 128票 

投票総数 1731票（昨年のグランプリ投票総数は665票） 

パフォーマンス部門 INDIKET公式サイトで実施 

Crazy yass 288票 JEKYLL 23票 BEAT POIN'T 281票 

投票総数 592票（昨年のグランプリ投票総数は288票） 

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

 今年も、県外アーティストの参加があったほか、海外活動経験のあるアーティストの参加が見られた。音楽部門グ

ランプリのGroup3は、広島コンピュータ専門学校に在籍している学生であり、パフォーマンス部門では、ベテランの

ダンサーCrazy yass がグランプリを獲得した。アート部門の NIKORUS GO もその経歴からは、デザイン・絵画・イラ

ストなど多彩な活動で公募展等、入賞・入選の実績を積み上げていることが見て取れる。 

 年齢層も経験も様々な参加者の中で、若い力とベテランが並んだグランプリ受賞者の顔ぶれからは、広島の文化の

持続性と多様さがうかがわれる。INDIKET は、そうした広島の文化のショーケースともいえ、アーティストの貴重な

露出の場となっている。 

 今回のINDIKETは、グランプリ投票も音楽・パフォーマンス共に昨年の倍以上の投票総数を獲得し盛り上がりを見

せた。一定数の固定ファンを動員し、新規ファンを獲得できる魅力的なアーティストが今回のINDIKETに集結したこ

とがわかる。 

 今後の課題は、運営面では、資金力や広報の充実と安定的な人材の確保であり、また、企画面では、新しい試みの

必要性とマーケットとして、プロモーションの場としての充実、さらにはレーベルや団体からの参加獲得を達成して

いくことが必要となりそうである。                            (文章:近藤倫生) 

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

【写真記録】 

 
音楽部門グランプリ Group3 

 

ボーカル&ダンス ベスト4 MISSIW ボーカル&弾き語り ベスト4  西島瞳 弾き語り ベストテクニック賞 橘髙優士 
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       ブース紹介 アート部門グランプリ NIKORUS GO         アートブース まちなかアート賞 スマイルアーティストPomu      

 

      

パフォーマンス部門グランプリ Crazy yass    パフォーマンス部門ベスト3 JEKYLL  パフォーマンス部門 ベスト3 BEAT POIN'T  
 
 
 
┏┓ 

┗■ 【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１０月 活動レポート 

過ごしやすい気候となり、自遊ひろばに多くの子どもたちの参加で賑わいをみせる。 

一方ゆうえん隊は、毎回ギリギリの人数でやっており、現場スタッフの負担感が多くなっており、対策として新たに大学へ

のボランティア呼びかけ、既存スタッフへの呼びかけを行っている。また、市広報番組の取材にこられた（11月3日放送予

定） 

 

１，ひろば活動 

10月 6日（日）晴  参加者60名 スタッフ9名 

10月27日（日）晴  参加者77名 スタッフ7名 

 

２，個人協賛金、寄付品など 
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うちわ（個人寄付者）、トンカチ（個人寄付者）、車のパーツ（カーコンビニ倶楽部コトブキさま） 

 

３．事務局の活動 

・前期のひろば活動まとめ（参加者数、アンケートなど） 

・アニバーサリーに向けての広報（読売新聞、朝日新聞、ウエンディひろしま、広島経済新聞など） 

 

４，日々の活動から・・・ 

・今後の自遊ひろばの活動について、拡大遊会を年内に開きたい 

・その他、ＭＬのファイル共有に日誌がＵＰされています。 

（報告：松本浩樹） 

【ひろばの様子10.6】 

  

 

   

【ひろばの様子10.27 】 
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11月23日(祝･土)、24日(日)は・・・いつもと何かがちがう(ー_ー)?! 
もとまち自遊ひろば☆3周年アニバーサリー 

【こどもたちが自由な発想でおもいっきり遊ぶ】遊び場 

「もとまち自遊ひろば」は、今年で3年目を迎えます。 
どろんこ・木登り・火起こし・木工作などの普段の遊びに加え、秋の中央公園には 
たくさんの落ち葉といつもよりダイナミックに遊べる様々な道具も投入！ 
おもしろそうなことは、とことんやってみる！ 
さぁ、おもいっきりあそぼう!(^^)! 
●大落ち葉プールをつくろう  

（みんなではっぱをかき集めて・・・・・さて、どうなることやら(－－〆)♪） 
●音で遊ぼう 

（お昼ころからぼちぼちと♪（ワークショップ、両日ともに自由参加)） 
●焼きたい会 
（レンガでかまどをつくって焼こう！焼きたい物をもってきてね。） 
●「みっちーの自遊展」 
（ひろばのカメラマン、みっちーがきり撮るこどもたちの表情は、どれも素敵☆) 
 

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

これからのひろばのよてい (2013年) 

11/23(祝・土)・24(日)、12/8(日)・22(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 

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

イノコ大福フェスタ 

感動的に終了！ 

詳しいレポートは次号で！ 

■開催日：平成25年11月2日(土)・3日(日)   

■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 

■観客動員数：13,000人（2日間）   
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┏┓ 

┗■ 【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→→３日、１０日、１７日、２４日、３１日 

１１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◇ 


