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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
師走となりまして、街中は忙しなく賑わっております。最近の八丁堀出店ラッシュに伴って、うちの回りも毎年より人出が
多いような気がしております。 
悲しいお知らせがあります。おそうじ隊やアリスガーデンの水遣りを手伝ってもらっていた中川さんが突然お亡くなりにな
りました。心不全、７２歳でした。世界平和記念聖堂の案内や観光客の世話、幟町公園の清掃など、街中の美化やおもてな
しに貢献されていた掛け替えのない方でした。本当に残念で悔しくて仕方ありません。心よりご冥福をお祈りします。 
逆にうれしい話題もあります。セトラの理事で経理などを担当してもらっている木村さん（本名：掛水さん）がお目出度で
す。出産予定は来年２月で、１月から４月まで産休に入られます。よって、彼女のやっていた仕事の内、経理は広島シティ
カードの山本事務局長に、セトラ通信の発行は私が、その他の事務は石丸さんが引き継ぎます。他の会員の皆さんもご協力
をお願いします。その他の方にはご迷惑を掛ける場面もあるかもしれませんが、何卒ご容赦下さい。 
さて、今年一年皆様には大変お世話になりました。この通信が配信される頃には、すでにセトラ忘年会も終わっているかも
しれませんが、今年の憂さをしっかり晴らして、また明くる年に向けて頑張りたいと思います。引き続き、セトラひろしま
をお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。それでは今年最後のセトラ通信をご覧下さい。         

 （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 
 気がつくともう師走です！！ 今年の冬は寒いと思います。その根拠は・・以前の号でハチが多く、低いところに巣を作
ると台風が多いと書いたことがあります。じように冬の寒さの予兆も虫の知らせや、植物が教えてくれます。 
１・・カメムシがやたら多かった。2・・カマキリが高いところに卵を産んでいる。 
3・・ナンテンの実が沢山なっている・・等です（汗） 
この自然の知らせが、ハズレることを願っています（苦笑） 
さてアリスガーデンでは、毎年のことですが、忘・新年会のシーズンです。人間だけなら良いのですが？最近は鳩やカラス
の他に、さらなる珍客の猫が登場しました。花壇はトイレではありませーん！ 木酢液でも試してみようと思ってます。 
ボヤキながらでも、どうにか今年も1年間、事故もなく終わろうとしています。 
来年も宜しくお願いいたしますm（＿ ＿）m                    （報告：オザキ マサヒロ） 
■活動報告 
 ○アリスガ－デン定期活動 
 ☆１１月２１日(木) １０：００～１２：００ 
  参加者：グリ－ンスタッフ３名 
  作業内容：植え込み（ノ－スポ－ル）、抜き取り、除草、整地、追肥、かん水、清掃活動 
 ☆１２月１９日(木) １０：００～１２：００ 
  参加者：グリ－ンスタッフ３名 
  作業内容：植え込み（ビオラ、プリムラ、ロ－ズマリ－）、 
 ○メンテナンス作業 
 ☆１１月５日(火)・１２(火)・２６日(火) ８：３０～１０：３０ 
  参加者：グリ－ンスタッフ延べ８名 
  作業内容：手入れ、補植（ネメシア）、かん水、清掃活動 
■活動予定 

セ ト ラ 通 信 
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 ○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 
 あっという間に１２月も残すところ、わずかになりました。 
皆さん、風邪などで体調崩されてませんか？気忙しい思いばかりで何一つ変わらない日々にストレスを感じております。 
 「亥の子」が本通りで開催されたとのこと。伝統行事の継承は、難しいものの忘れ去りたくない幼き頃の記憶の温存です。
是非とも、続けていただきたいと願います。参加した子ども達が、とても楽しかったと目を輝かせて話してくれました。 
 去る１１月１３日に我が倶楽部メインイベント２ 秋の「袋町小学校児童との花育活動」を行い、元気いっぱいの子ども
達からたくさんのエネルギーをもらうと共に色々考えさせられた１日でした。 
指示すると「はい！」と直ぐ返事をして動く子ども達、「はい」という言葉は私にとってとても清々しく気持ちのよい響きに
ハッとさせられました。まだまだ日本も捨てたもんじゃない！と子ども達に頼もしさを感じると共に家庭教育の大切さを実
感しました。我が子はどうだったんだろうかとも考え込んでしまいました。来年２年生になった子ども達に会い、活動する
楽しみを心待ちに、新年を迎えます。 
 今年も、我が倶楽部に温かい応援を戴き、有難うございました。引き続き、来年も宜しくお願い致します。 

                                 感 謝
■活動報告 
 ☆１１月１３日(水)  午前：袋町小学校児童（１年生）３４名との花育活動（スタッフ１９名） 
            午後：平和大通り サークル花壇 花苗植替え 
 ☆１２月１１日(水)  午前：交流プラザ前 ハンギング１８基植替え 
            午後：  〃    ツリー飾り付け 
■活動予定 
 ☆ １月１５日(水)  交流プラザ前周辺 定例活動                                    

 
 

━━* 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！ 

11月17日 イベント・データ 

日時：平成25年11月17日 (日)  天候：曇り  観客数：5,500 
●ステージ 
13:30～ Alice First Chance    

TAP IN広島（タップダンスチーム） 、Aira(弾き語り)、 milky （Rap music） 
ベストチャンス賞：TAP IN広島 
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15:00～ 西島瞳Live 
15:50～ ライブペインティング  ＊YUICHI 
16:15～ Hiroshima Club ScenE  レゲエ： TAKKINAL-D，DANDIMITE，DRIBBLA 
17:45～ ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ ひろしまメイプルズ 
18:40～ INDIKETグランプリ発表 オープニング 
18:50～“INDIKETグランプリ記念ライブ パフォーマンス部門 Crazy yass 
19:15～ INDIKETグランプリ記念ライブ 音楽部門 Group 3 
19:30～ INDIKETグランプリ  エンディング 
●ブース 
★イー・モバイル広島中央・ブース ★スマートラボ広島本通り ブース ★Hononoブース 
★アーティストのプロモーションブース  
 
11月19日 えべっさんスペシャル イベント・データ 
日時：平成25年11月19日 (火)  16:00～21:00 天候：晴れ  観客数：4,500 
●ステージ 
16：20～チャーリーダンススタジオ 
16：50～BAMP 
17：25～IDOL-ROOM ひろしまメイプルズ 
18：00～佐々木リョウ 
18：30～AH! えべっさんSpecial 

「ダンスバトル・グランドチャンピオンシップ」 inアリスガーデン     
 

11.17・11.19 イベントAH! レポート 

■11月17日 

このところ，休日が雨という状況が続いていた気がしますが，この日はなんとかくもり。晴れ間にもお目にかかることがで
きました。お絵かき教室やはんこ屋 Honono さんのブース，さらに，スマフォドクターさん，イーモバイル広島中央さんに
もご出店頂きました。 
 
Hononoさんのブースでは，こんな光景も！この日の出演者 西島瞳さん！お二人とも10
月に開催したAH! の姉妹イベントINDIKETへの参加アーティストだったりします！ 

【Alice First Chance】 

今回の挑戦者は3組。TAP IN HIROSHIMAのみなさん、Airaさん、milkyさん―― 
なかなかお目にかかれないまちなかでのタップダンス（下右）、将来性を感じさせた Aira さんの歌声（下左）、観客を大い
に楽しませたmilkyさんのRAP（下中）。 

   
最近のFirst Chanceはハイレベルな戦いです。制したのはTAP IN HIROSHIMAのみなさんでした！ 

【西島瞳】 

AH! の姉妹イベントINDIKETでその歌声にひきつけられた我らがMC TOMOTYが出演をオファー。 
存在感抜群の歌声。観客席はもちろん、道行く人の思わず聴き入ってしまう姿が続出しました！（下左） 
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【ライブペインティング YUICHI】（上中・上右） 

誕生、死、再生、命の営みのように刻々と移り変わっていくキャンバス。力強い、真剣な表現がありました。 
「ひとつひとつ大切なものを胸に秘めて、明日へ向かって」――「過去と未来をつなぐ今だからこそ価値がある」―― 
その言葉が印象的でした。 

【ヒロシマクラブシーン】（下左・下中） 

この日は、レゲエでコーナーを独占！初めてレゲエに触れる人もその魅力にはまっていくというなかなか好評なライブで
す！今回は、レゲエの名曲も紹介。そして、TAKKINAL-Dさん，DANDIMITEさん，DRIBBLAさんの順に登場。もちろん，コラ
ボレーションも！毎回，ガッツリ楽しめるステージ，今回はいっそう贅沢でした！DRIBBLAさんは，新曲『光』をリリース！
iTunes・レゲエZION・レコチョク・Amazonで配信中です！  

   

【ひろしまMAPLE★S】（上右） 

毎回、お客さんの数が増えていっている気がします。この日も大勢の人が詰めかけました！地元広島以外でもステージを重
ねる機会が急増中。そして，タワーレコード全店総合シングルチャート第2位獲得した2ndシングルにつづいて， 
12月11日には，3rdシングル「ウルトラネイビー/BRIGHT!!」のリリースが決定しました！要注目です！ 

【INDIKET グランプリ記念ライブ Crazy yass】（下左） 

熾烈な投票を制して見事パフォーマンス部門グランプリに輝いたCrazy yassさん！やはり、圧倒的な存在感！ 
短時間でしたが、その独自の世界に観客を、強烈に引き込みました！ 
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【INDIKET グランプリ記念ライブ Group3】（上右） 

INDIKETは、インディーズアーティストによるステージとマーケットがドッキングした、インディーズの祭典！ 
その本来の軸はやっぱり、「マーケット」。INDIKET当日、Group3さんは、マーケットも盛況だったということで、 
INDIKETらしいグランプリが誕生しました！「オシャレなサウンド」，その楽曲，キュートとパワフルのメリハリが移り変わ
るボーカルもとても魅力です！ 
INDIKETでのライブは，RCCさんのINDIKET特設サイトでご覧いただけます。 
→http://www.rcc.jp/indiket/ 

■11月19日 

えべっさんの広島。まちなかがお祭りで賑わう中、えべっさんスペシャルの AH! スタート！寒い季節になってきましたが，
アリスガーデンでは，アリスカフェさんが人々を温めるべく、クラムチャウダーの販売を開始しました！（下左） 

  
ステージには，まちのコイシェルジュくんも登場！簡単な質問に答えていくだけで、その日の気分にピッタリのお店をコイ
シェルジュが教えてくれるというアプリを紹介！NTT 西日本の協力により誕生した，広島市中央部のグルメ情報やおトク情
報を探してくれるアプリです！ぜひ，チェックしてみてください！（上右） 
 

【チャーリーダンススタジオ ダンスステージ】（下左） 

毎年，5月にアリスガーデンを彩るチャーリーダンススタジオのステージが，今年は，えべっさんのAH! にも登場しました！
キッズや若いダンサーの華やかなダンスでした！ 

  

【BAMP】（上中・上右） 

木村キョウさんとにかもとりかさんのユニット BAMP。BAMPのBはバルーン，Aはアニメ＆遊び，Mはミュージックで，Pは
パフォーマンス。様々な年代のアニメの主題歌，そして，歌いながらのバルーンアート！こどもにバルーンのプレゼント
も！！気がつけば楽しくて仕方なくなっているそんなステージでした！ 

【ひろしまMAPLE★S】（下左） 

この日も 17 日に引き続き，たくさんの観客がつめかけました。観客からは「推しメン」への声援が飛びます！ひとりひと
りの個性的なキャラクターも魅力的。ステージを重ね，お客さんと触れ合いながら，パフォーマンスを磨いています！ 
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【佐々木リョウ】（上右） 

アイドルの直後というステージ。ということで，モーニング娘。の『サマーナイトタウン』の弾き語りも披露！もちろん，
オリジナル楽曲『明日の話』も！12.24 には，岩瀬敬吾さんとの 2 マンで，冬のツアーファイナル！さらに，来年 2 月 16
日には，ナミキジャンクションでRCC主催によるワンマンです！目が離せません！ 

【Dance Dance Dance グランドチャンピオンシップ】 

今シーズンのファイナル！いよいよ，この戦いでグランドチャンピオンが決まります！！予選から熾烈なバトル！ 
予選は，Nabeさん，Heroさん，Crazy yassさんの目が鋭く審査します！ 

   

トーナメントへ進んだのはホワイトパズル，ハルナミン，チキチキング，ライジング23，ストライク，S･W･C，2RK，ピンチ
の8組。ここからは，お客さんのジャッジで勝敗が決します！優勝経験チーム同士が緒戦からぶつかり合う組み合わせも！
いつも以上のギャラリー！！決勝戦は，最多優勝回数を誇る S･W･Cとこちらも優勝経験有のチキチキング！ 

   

そして，グランドチャンピオンに輝いたのは！チキチキング！（上右） 熱気溢れれるバトルでした！ 
                                               (文章:近藤倫生) 

 
 

AH! ・・・12月7日（土）「エイズデー・スペシャル」 
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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】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!∞!～ 

  
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１１月 活動レポート 

 もとまち自遊ひろば3周年アニバーサリーとして、各方面の広報、関係団体の協力の元、大勢の子どもたちで賑わいを見
せた。冒険遊び場の普及イベントとしては、十分役割を果たせたように感じる。一方、自遊ひろば本来の『子どもたちの自
由な遊び場』が守られているかという課題もある。参加者が増えることは、喜ばしいことである一方、本来の趣旨を踏まえ、
今後の活動を模索している。また、来年度の体制等を考える時期にもきている。 
現場スタッフの負担は依然大きく、事務作業が後手後手に回っている様に感じる。新規スタッフの育成、事務作業の効率化
が求められる。 
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１，ひろば活動 
11月10日（日）雨 参加者26名  スタッフ7名（女学院大学よりボラ1名） 
11月23日（土）晴 参加者159名 スタッフ8名（女学院大学よりボラ1名） 
11月24日（日）晴 参加者154名 スタッフ8名 

（女学院･市立広島・修道よりボラ4名） 
 
２，個人協賛金、寄付品など 
※ボンド、竹ぼうき（個人寄付者）、お菓子（個人寄付者）、 
※10月6日  1600円 10月27日 1806円 11月10日 0円 
11月23日 1870円 11月24日 6310円 累計25953円 
最近では、食べ物、廃材等毎回のように寄付を頂いている。 
 
３，メディア関係 
・広島テレビ テレビ派 11月24日･25日 5分ほど取り上げて頂く 
・アニバーサリー情報を、11月15日号市民と市政、プレスネット、ウェンディ広島、読売新聞、中国新聞、西広島タイム
スに取り上げて頂く。 
 
4．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） 
・次年度への引き継ぎ資料作成 
・日々の広報（ＳＮＳ管理）、来場者データ打ち込み、ゆうえん隊調整など 
 
5，日々の活動から・・・ 
・今後の自遊ひろばの活動について、拡大遊会を来年初頭に開きたい 
・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） 

【こどもたちの声11.10 】こどもたちの声を想像してみてください♪～～～ 

  
 

  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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これからのひろばのよてい (2014年) 

1/12 (日)・26(日)   2/9 (日)・23(日)   3/9 (日)・23(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 
 └─────────────────────────────────────────────── 

イノコ大福フェスタ2013 

【レポート】 

 
「イノコ大福フェスタ2013」は、広島人にとってはなじみ深い「亥の子祭り」を新感覚の街の祭り、88本の竹の力で1.5
トンの大石を空中に吊り上げて行うスーパーイノコとして再構成し、広島オンリーワンの観光コンテンツの発信を目指した。 
全体的な評価は、88本の竹を使った舞台装置の圧倒的な印象のもと評価は極めて高い。今後の継続的開催に対する強い要
望など、本イベントの今後の発展への期待度も非常に高い。 
独創的な舞台装置を核に構成された「祭り」の基本的なプログラムは、シンプルに五感を刺激し、こどもから高齢者まで
老若男女を問わず楽しめる内容を持ち、広範な集客を誘引する強力な観光コンテンツになり得る要素が十分にあることが実
証された。 
また運営において注目されるべきことは、実施過程において「イノコ勝手連」や「イノコ若衆」という市民コミュニティ
が自発的に形成され、今日的な「祭り」のあり様を示したことであった。 
 
今後、他のイベントにはないこの独自性を最大限活かしつつ、飲食屋台のさらなる充実、内容面においても様々な魅力的
なサブイベントの開発、加えて企画相互の有機的な連動を図ることができれば、地域の祭りとしてのアットホームさを残し
つつも、広島の代表的な祭りとして、広範なる集客を呼ぶ魅力的な観光コンテンツとなる可能性は極めて大である。 
今回、観客の動員においてフェイスブックやツイッター等SNSの力が注目されたが、イベント周知にさらに力を注ぐこと
が必要であるが、継続こそ最大の広報であり、今後、継続的なフェスタ開催が望まれる。 

 

 
〈イノコ衆〉 

（報告：石丸良道） 

 

【イベントデータ】 
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■開催日：平成25年11月2日(土)・3日(日)    

■場  所：メイン会場：広島市中区袋町公園、並木通り会場：広島市中区並木通り商店街 

アリスガーデン会場：広島市中区アリスガーデン 

■観覧等人出(2日間)約13,000人 

■主  催：広島市中央部商店街振興組合連合会、 

 

■企画内容 

◎メイン会場：広島市中区袋町公園 

《イベントの象徴となるコミュニティー・アートの制作》 

●イノコ・インスタレーション“石動（いするぎ）”の制作 

直径20ｍの円周上に長さ13ｍの孟宗竹88本を立て、竹の先端に結ばれたロープを中央に置かれた1.5ｔの大石に結ぶこと

によって、竹の張力が加わり、大石が空中に吊り上げられる。その後吊り上がった大石を「亥の子石」とみたて大イノコを

行うといった、制作行為そのものが作品となる参加型アート行動である。＊装置考案者：石丸勝三（彫刻家） 

《会場設営》 

10月30日(水) イノコ穴堀り、音響照明打ち合わせ 

10月31日(木) 笹竹採取、イノコ石、金具セッティング 

11月1日(金)  竹搬入、ロ－プ・笹付け、建て込み、埋め戻しと方、向調整、テント等搬入・設置、 

音響・照明搬入・設営調整 

    
 
《ステージ展開》 

11月2日(土) 12：30～20：00 前日祭 

●「ライブステ－ジ」 

 香川裕光（弾き語り）＋メンダー（口琴・アサラト）、ALL ONE familia a.k.a村人（Natural&Funk Band）、YUICHI

（ライブペインティング）、BAMP&マジシャン㐂助（アニソン&マジック）、ひろしまMAPLE★S（アイドル）、SPL∞ASH

（アイドル）、佐々木リョウ 
●コスカレ－ドinイノコ大福フェスタ 
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11月3日(日)  9：00～20：30 本 祭 

●「亥の子巡行」10:00～ 

こども達が、並木通り・金座街・本通等周辺商店街で「亥の子モチ」をついて回った。（従来の「亥の子」の実施） 

  
●「大亥の子」15:00～ 

こどもたちが88本の竹の力をかりて1.5㌧の大石を吊り上げ、大石をついて大いなる福を願った。 

イノコ男：中村俊雄 祭り囃子：竹田文雄（広島横笛会） 

  

●「祝祭」 

・ネオ神楽「パノラマ」18:00～ 

 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－を繰り広げた。 
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  ・「ががり火点火」「亥の子餅振る舞い」19:10～ 

   

  ・「宴」19:30～ 

   祝祭出演者：和楽婆娑羅BASARA〔榊記彌栄（筝・17絃〕、宮本直美（和太鼓・パ－カション）、野村彰浩（ピアノ&シ

ンセ）、OKOTOバンドSyasyaten〕、福原一閒（篠笛・能管）、中田千湖（コンテンポラリ－・ダンス）、ゴトウイズミ

（アコ－ディオン弾き語り）、こと（神楽笛・篠笛）、和奏楽人＋広島民族舞踊団おとまい（虎舞・獅子舞他）、ウパ

シクマ（越境的地球音楽）、湯浅幸司（サックス）、丸町年和（同音舞）、VJ&ART＊よこたよしき＋Moto 

   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〕 

《ブース展開》11月2日(土)・3日(日) 11：00～20：00 

●うらぶくろ商店街振興組合Presents 

 「広島の秋のグルメ！旬とこだわりの逸品屋台」 

ドリンク＆スイ－ツ：広島の蔵元競演!絞り立て新酒飲み比べ、瀬戸内柑橘系などの果実酒、廣島クリ－ムぜんざい 

焼き物：炭火焼き鳥、牛タン塩焼き、ひろしま和牛のバラ焼き、瀬戸内・尾道六穀豚の炭焼きソ－セ－ジ 

揚げ物：ひろしまＢ級グルメ！ホルモン天ぷら、広島赤鶏・骨付き唐揚げ、安芸津赤じゃがフライドポテト 

鉄板：袋町名物「いとう」焼きそば 

麺：汁なし担々麺、呉細うどん 他 

●イノコ勝手連Presents「グルメ屋台」 

本格的インドカレ－、クレ－プ、シシ汁、竹酒 他 
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◎サブ会場「並木通り」「アリスガ－デン」「本通り」 

１．並木通り （主催：並木通り商店街振興組合） 

 11月3日(日)  11：00～16：00 

 ●「ナミキサワグルミ－onカルチャ－デイ」共催 

●青空ブ－ス・大道芸 

○ハレゾラ in 並木通り：セラピスト＆手仕事 party：はんこ実演販売、ゆるゆるレイキヒ－リング＆インナ－チャイ

ルドカ－ドセッション、プチロミロミマッサ－ジ、ハンドメイド石鹸、ハンドマッサージ、耳つぼジュエリ－ 他）

○手紙家・熊谷哲也 ○大道芸：チンドン寺西宣伝社 ○Project NoW!：フェイスペインティング 

  

２．アリスガーデン（主催：ウイ－ラブ広島プロジェクト） 

  11月3日(日)  14：00～17：00 

●「ひろコン！スイ－ツ 」 

  イノコ大福フェスタとコラボレ－ション開催！フ－ドとドリンクだけでなく、スイ－ツまで楽しめる企画。袋町公園会

場には、イノコ石を吊り上げる恋愛成就の赤い糸が登場。 
３．本通り 

  11月3日(日) 14:30～ 

  ●フラッシュモブ「イノコパレ－ド  in 本通」 

  ひろしまケ－ブルテレビ制作『大ちゃんの都合により…。』のMC2名（大松しんじ、土手香那子）を含めたダンサ－約

100名が本通をダンシングパレ－ドした。 

  

《撤去等》 

11月4日(月) テント等搬出、竹抜き、イノコ石搬出、埋め戻し 

◎その他の取り組み 

１．ソーシャルメディアを利用したイベント情報発信 

 「イノコ大福フェスタ」ホ－ムペ－ジ    

http://inokofesta.web.fc2.com/index.html 

「イノコ大福フェスタ」Facebook      

https://www.facebook.com/inokofesta 

２．イベントにちなんだグルメ・グッズの開発提案 

 「イノコ大福フェスタ」を応援する市民の方により「イノコ勝手連」が結
成され、前夜祭・本祭においてブ－ス（シシ汁、竹酒等）を展開。独自で
Ｔシャツを制作。 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

来春１月 開催決定！ 2014年の街文化シーンの展望を語る！ 

 

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 

発熱する街・・新祭り論 

Hiroshima ＥＸsite ひろしま街文化展 
広島市中央部地域で展開する文化発信を、まちづくりの視点から読み解く。 

 

■日時期間：2014年1月18日(土)～1月26日(日)  10：00～17：00  

■場所：旧日本銀行広島支店 

 
■主催：NPO法人セトラひろしま   ■共催：広島文化会議準備会 
■協力：ＮＰＯ法人アートプラットホームＧ・アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会、 

イノコ勝手連 他  
■コーディネート：ＮＰＯ法人ひろしまジン大学 
■内容：展示とTalk Session等・・・の実施 
【展示】 写真パネル＆VTR映像 
●ドキュメント「アリスガーデンパフォーマンス広場AH!」 

●ドキュメント「イノコ大福フェスタ2013」  

●【Talk Session】「広島街文化シーン（仮称）」 

1月18日(土) 13:00～16：00位予定 （1Fホール） 
＊AH!、イノコ大福フェスタ・・2013年の街文化シーンを回顧しながら2014年の展望を語る。 
●【Talk Session】「旧広島市民球場跡地を文化イベント広場に！私たちはこう提案する！」（仮称） 

1月25日(土) 13:00～16:00 予定（1Fホール） 

参加団体（予定）：広島市文化協会、広島文化会議準備会、広島市中央部商店街振興組合連合会、 
NPO法人セトラひろしま、NPO法人アートプラットホームＧ 
他 
＊主催：Talk Session参加団体合同主催 

 
〈趣  旨〉 

ＮＰＯ法人セトラひろしまは、市民と商店街（＊広島市中央部商店街振興組合連合会）が連携した街づくり機関であり、
各種イベントの開催など、広島市中央部の「まちづくり」を目的とした様々な活動を行っている。 
今回の旧日銀Hiroshima EXsite 「ひろしま街文化展」では、発熱する街・・新祭り論と称し、2013年に私たちのＮＰＯ
が関わった活動のドキュメント展示を通し、2014年、広島市センターエリアで展開する文化発信の展望を探ろうというもの
である。 
ドキュメント展示は、「アリスガーデンパフォーマンス広場 AH!」と「イノコ大福フェスタ 2013」という二つの活動を柱
として構成されている。 
「アリスガーデンパフォーマンス広場AH!」は、広島ストリートカルチャーの発信拠点として、2004年より、広島市の「へ
そ」、アリスガーデンで、ほぼ月１回のペースで開催されている。近年、意欲的な若手アーティストやプロデューサーが参
画してコンテンツを一新し絶大な効果をもたらしている。レギュラー・イベントも充実し、まさに現在の広島の街文化を総
覧できる多彩な内容で、毎回「広場」は発熱し続けている。 
「イノコ大福フェスタ2013」は、2013年11月、広島市中区袋町公園をメイン会場として開催された。広島人にとっては
なじみ深い「亥の子祭り」を新感覚の街の祭り、88本の竹の力で1.5トンの大石を空中に吊り上げて行うスーパーイノコと
して再構成し、広島オンリーワンの観光コンテンツの発信を目指した。注目されるべきことは、実施過程において「イノコ
勝手連」や「イノコ若衆」という市民コミュニティが自発的に形成され、今日的な「祭り」のあり様を示したことであった。 
街の魅力は、市民の多様な価値やライフスタイル（消費・生活・文化）を受け入れるに足る懐の深さにあり、
市民の内発的参加のもとにさまざまな文化・芸術表現活動が開発されるべき「ステージ」になりうる。街に多様
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なコンテンツが出会い、セッションを重ねていく文化のライブ空間をつくること。そして街が、これらコンテン
ツを効果的に外に向けプロモーションする術をもつならば、中心市街地の活性化は一挙に進むであろう。街がシン
ボルとして発散するもの、イメージや雰囲気といったものに人々は引き寄せられるのである。まさにこの感性価値の形成
こそ、「まちづくり」における文化が果たす役割ではないだろうか。 
こうした観点から、展示期間中、「広島街文化シーン（仮称）」、「旧広島市民球場跡地を文化イベント広場に！（仮称）」
という街文化に関するTalk Session二題を行い、広島の明日の文化とまちづくりのビジョンを描くものである。 
 

ＮＰＯ法人セトラひろしま副理事長 石丸良道 
 

 
┏┓ 
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW 
 └─────────────────────────────────────────────── 
■活動報告（１０・１１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（１２・１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 

１２月→→５日、１２日、１９日 
１月→→９日、１６日、２３日、３０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◇ 


