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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
少し寒さも緩んできましたね。でも春の足音はまだまだですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？
ソチ冬季オリンピックが閉幕しました。私だけかもしれませんが、今回のように数多くのドラマがあって、何度も涙を流し
たオリンピックは初めてだったような気がします。歳のせいでしょうか？ （※ちょうど５８歳の誕生日を迎えました！）
フィギュアもカーリングもジャンプも感動しましたが、最も驚きだったのがメダルを狙える選手がとっても身近な「広島ガ
ス」の所属だったこと。広島人として知らなかったのが恥ずかしい．
．
．って、皆さん知っていましたか？ 後で経済筋の人
に聞いたら竹内智香さんが広島ガスに入るには、いろいろ裏話があったらしいです。しかし結果的に広島ガスさんはいいこ
とをされましたね。さぁー、これから彼女は広島のイベントに引っ張りだこになるでしょう。
それから皆さんご存じのように、本通の「マルタカ」が閉店されました。セトラの副理事長である高さんのお店です。広
島の人はマルタカには必ず何か思い出があるでしょう。広島からまた老舗が一つ消える．
．
．残念です。しかしこれも時代の
流れ、仕方ないかもしれません。明日は我が身、頑張らねば。
さて、セトラ事務局では、ＡＨ！がお休みなのですが「イノコ大福フェスタ」の補助金の後始末で悪戦苦闘しています。
全国商店街連合会が元請けなのですが、そこから膨大な資料請求をされているのです。アベノミクスもいいけれど、実質的
にちゃんとイベントを行っている所を応援して欲しいです。それでは今月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）
……＜目次＞………………………………………………………………………………………………………………………………
【１】グリーンプロジェクト NOW
【２】アリスガーデンパフォーマンス広場 AH! NOW
【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
【４】文化交流プロジェクト
【５】地域環境プロジェクト NOW
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【１】グリ−ンプロジェクト NOW
└─────────────────────────────────────────────────

◎グリ−ンプロジェクト
アリスガーデンでは、昨年から珍客の猫さんに大変悩まされています。
いろんな方から忌避についてアドバイスを受けました結果、木酢液・柑橘系の匂い・レギュラーコーヒーの粕、等が効果が
あるみたいなのですが、1 月の定期活動日に散布をしてみました結果、雨が続いて雪が降った結果、あまり効いていない状況
です。2 月の定期活動では新たに、忌避剤を変えて散布し、粉剤の量を多くしてみました。しかしながら、人通りの多い場所
なので、あまり撒きすぎると匂いが蔓延してしまいますし、花を痛めてしまう原因にもなりかねませんから、程よい加減が
必要です。難しいところです。 ・・私の職業柄、猫被害等はありますが、超音波等で忌避する機械を置くことも、難しい
と思いますし、頭を悩ませているところです。
3 月の定期活動日には、グリーンスタッフにコーヒー屋さんと知り合いの方がいらっしゃいますので、レギュラーコーヒー
の粕を撒いてみようと考えています。
（報告：オザキ マサヒロ）
■活動報告
○アリスガ−デン定期活動
☆ 2 月 20 日
作業内容：猫の忌避剤の散布
花壇内清掃
参加者：グリーンプロジェクト 4 人

散水

引き続き猫の被害がひどく、清掃、忌避剤の散布がメインになりました。
そして、新しく出来た倉庫をゴミ置き場にするのは、大変匂いがきつく夏になるともの凄い悪臭が漂い始めるのは
間違いありません。
◎ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
ソチオリンピック観戦で寝不足の日々をお過ごしのことと、お察しいたします。
ファンとして母として身内なら・・・などなど、色々な心情を味わいながら観戦しております。 心痛めたのは、沙羅ちゃ
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んですね！！ 取って当たり前というマスコミの報道が違っていたら、ここまで彼女を追い詰める事は無かった様な気がする
のは、私だけでしょうか？！ １７歳の女の子には、負うものが大きすぎて、魔物が棲むオリンピックの餌食になってしま
いました。 カーリングなどまるで自分が競技しているように気を揉んで楽しみました。羽生君は、疲労で加療中とのこと、
早く体力を取り戻されることを願いつつ、予想だにしない展開の中、真央ちゃんのフリー演技は、何度見ても涙が出て来ま
す。前後の話を飛ばして問題となりえる発言の部分だけ攻め込む今のマスコミ姿勢に捕まった「森前首相発言」の渦中にど
うか巻きこまれないようにと願うばかりです。 日本を背負って力の限り競技に挑戦された選手の皆さんに心より賞賛し、
労をねぎらい、清々しく１７日間を終えたいものです。
梅の花が開花したとの記事、春はもうそこまで・・・のはずが、花たちもただひたすらこの寒さに耐えしのんでいるよう
に見えます。次回の通信には、春ですね・・・２月の寒さがうそのようですと書きたいものです。
花一杯の春をいち早く楽しみたいと倶楽部のメンバーは、待ち構えております。
■活動報告
☆２月１２日（水）
定例活動
プラザ周辺の花鉢の手入れなど
３月からの活動日・活動内容の確認と意見交換及び
プラザ前のコニファー（長プランタ―）の長期手入れの必要性と手順の模索
■活動予定
☆３月１２日（水）
定例活動
コニファーの状態観察と今後の作業内容についての意見交換
━━* 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。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
１月・２月は AH!はお休み

次回の AH! ・・・2014 年 3 月 15 日（土）
中央通「大声大会 オラボーで！」との同時開催となります。
※おらぶだけで豪華景品がもらえる「オラボーで！」は現在、参加者募集中！
ご希望の方は中央通商店街事務局(082)246-1551 まで（先着３０名様）
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。♪
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〜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１２月、１月 活動レポート
自遊ひろばの参加者数は最近安定してきているが、ゆうえん隊スタッフの確保が以前課題になっている。一方で、参加す
る子どもたちの保護者の手伝いがあり、助かっている。
来年度の自遊ひろばを考えたときに、保護者の方への協力を得ることが大事かと感じる。
また、会の体制や来年度の日程等を考えていく時期になってきた。
１，ひろば活動
１２月 ８日(日)晴
参加者９３名
１２月２２日（日）晴
参加者８２名
１月１２日（日）晴
参加者５７名
１月２６日（日）雨曇 参加者４８名

スタッフ６名（ボラ・女学院１名・修道２名）
スタッ７名（ボラ・女学院１名・修道２名）
スタッフ６名(修道２名)
スタッフ６名（修道３名）

２，個人協賛金、寄付品など
※1２月８日 ４.２９０円 １２月２２日 ２,４５０円 １月１２日 ５,７００円
累計３８,３９３円
※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
・12 月 6 日(金)ＮＨＫラジオ広島 「金曜夕方 どぉ〜かいの」出演
4．事務局の活動
・次年度への引き継ぎ資料作成
5，日々の活動から・・・
・２月６日(木)コア会議開催 拡大遊会の準備、来年度のこと等
・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。
松本浩樹（事務局担当）
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ひろばの声 H26.1.12

【ゆうえん隊の声 1.26】
ひろばの声 1.26
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【ゆうえん隊・ひろば支え隊を募集してます】
もとまち自遊ひろばの会では、ゆうえん隊(遊びの応援隊)や、大人カフェで一緒にたのしいことを企画していただける仲間
(支え隊)を募集しています。ひろばの遊具の設置や片付け子どもと遊ぶことが好き、遊具を作ることが好き、趣味を一緒に
やってみたいなど・・・できるときにできることを。
詳しくは、ゆうえん隊スタッフにお声かけください！
【寄付品のお願い】
もとまち自遊ひろばの会では、自主財源の取り組みの一環としてａｍａｚｏｎサイトを利用した、
『寄付品のお願い』を行
っています。
http://www.amazon.co.jp/gp/registry/registry.html?ie=UTF8&id=2P7IU0EMSV5UO&type=wishlist （ａｍａｚｏｎサイ
ト：もとまち自遊ひろばの会）
ひろばの継続のため、子どもの豊かな遊びのため、無理のない範囲で、ご協力いただけたらと思います。
頂いた品は、ひろばや事務作業で使わせて頂いています。
【自遊ひろばの情報は・・・】
（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
（公式フェイスブック）いいね！をよろしくおねがいします。
https://www.facebook.com/jiyuuhiroba
………………………………………………………………………………………………………………………………………

これからのひろばのよてい (2014 年)
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
┗■ └────────────────────────────────────────────
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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)
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11：00〜17：00

■場所：旧日本銀行広島支店

REPORT！
来場者総数：1．036 人 （9 日）
18 日(土)：177 人 19 日(日)：162 人 20 日(月)：70 人 21 日(火)：54 人
22 日(水)：44 人 23 日(木)：79 人 24 人(金)：79 人 25 日(土)：216 人
26 日(日)：155 人

ドキュメント展示
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【Talk Session】
「旧広島市民球場跡地を文化イベント広場に！」1 月 25 日(土)

┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
私が住んでいる町は世帯数５４０戸、６５才以上の世帯が６割を超える団地です。
「町内の小さな課題解決と
町民相互のコミュニケーション増進を図る」ため、２００６年３月に発足した、ボランティア組織「もみじが
丘助けあい隊」の活動が間もなく８年、述べ８,５００人が活動に参画しています。活動のメインは①公用地の
美化 ②子どもの見守り ③行事のサポート ③生活支援でスタートしましたが、派生して「花クラブ」と「福
祉クラブ」が発足、また年に２度行うバザーが定着するなど、高齢化の進む町内で重要な役割を担うようにな
りました。現在の会員数５９名、主力は７０才前後の元気な老人たちですが、活動に参加して益々元気になっ
ているようにも見えます。 多様な知識や技能をもった人たちの集団なので、町内の課題の大抵のことは解決
できます。大勢の仲間と一緒に汗水を流して取り組むことで目に見えない信頼感も生まれ、自分の健康維持の
ためにも、出来ることで社会参加することがとても大事なことだと実感しています。
シニアのみなさん、社会活動に参加しましょう。また、現役の若い方々も経験豊富なシニア人材を上手く活用
しましよう。
（本山）
1 月に行った活動
● 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。
● 並木通り美化活動➡➡➡
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◎２月、３月の活動スケジュール
● 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
２月→→６日、１３日、２０日、２７日
３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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