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

 朝晩は寒い日が続きますが昼間は暖かくなって参りました。春の足音が近づいてきたようです。 

にもかかわらず、私、インフルエンザに罹ってしまいました。発症から三日目に判明してイナビルという新薬を処方され二

日間で熱は下がりました。でもまだ朝は頭が重いです。皆様も油断なくお気を付け下さいませ。 

 さぁー、もうすぐ消費税が８％になります。週末の街中は買い物客でごった返しております。皆様も買い置き、買いだめ

はお済みですか？ 売れているのは家電のような耐久消費財と一部の高額品、そして日用品のようですね。どうも呉服まで

は手が回らないようです。残念．．．問題は４月からの反動減です。この展開が今後の経済状況を左右するでしょう。 

 セトラではAH!のラジオ番組企画が始動しております。AH!を仕切ってくれている松川君がRCCラジオと交渉し、スポンサ

ー集めにも奔走して４月からオンエアされそうです。本通と金座街もスポンサーに入り、街中の旬な情報が提供されそうで

す。楽しみですね。詳細が決まりましたらご報告します。 

 また成り行きで、４月よりセトラが「夜の街の芸術を考える会」の事務局をすることになりました。詳しくは「文化交流

プロジェクト」の項をご覧下さい。 

 そして４月は恒例の「セトラ大花見会＠袋町公園」を開催します！ 今年はちょっと遅い４月９日(水)です。是非ともご

連絡の上、ご参加ください。お待ちしております。 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）
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┏┓ 
┗■ 【１】グリ－ンプロジェクト NOW 
 └───────────────────────────────────────────────── 
◎グリ－ンプロジェクト 

3・11東日本大震災から早くも三年。私はあの時の気持ちを忘れていません。そして一日も早い復興を願っております。 
さてアリスガーデンでは、昨年からの悩み中の猫の被害で悪戦苦闘しております。 
しかしながら、今月の定期活動日に恐る恐る花壇を覗くと・・・・・被害が減っているではありませんか。 
聞けばグリーンプロジェクトで、週一回こまめに忌避剤を散布してくれてました。頭が下がる思いです。 
どうやら、柑橘系の匂いをアリスの猫達は嫌うようです。ようやく光が見えて来ました。 
しかしながら、しばらくの間は忌避剤の散布を続けようと思っています。 
                                       （報告：オザキ マサヒロ） 

 
■活動報告 

 ○アリスガ－デン定期活動 

 ☆ ３月２０日(木) 

作業内容：施肥・猫の忌避剤の散布・清掃・花柄摘み 

参加者：セトラグリーンプロジェクト３名 

＊倉庫内のゴミ置き場については、変わらず悪臭があり、今から夏場に掛けて先が思いやられる。 

 

 
◎ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
 平和公園の桜の枝がピンクがかって春の訪れを知らせてくれる季節となりました。街ゆく人たちの服装の色が暖かい色へ

と変わり始め、本通りを行きかう人たちは、春を待ちわびながら心弾んでいるように見えます。 
花苗も緩やかな成長を心配していたところ、急にグングン成長しはじめ、時間を取り戻そうとしているようです。４月に

なると、恒例のグリーンフェア開催を皮きりに花を中心としたイベントが街を彩り始めます。 
何だかウキウキしてきませんか？春の到来です！！花粉症に悩まされる方などにはつらい季節ですが、春を楽しみましょ

う！！ 

セ ト ラ 通 信 
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■活動報告 

 ☆３月１２日（水）  プラザ周辺の定例活動 

             平成２６年４月１１日（金）～２０日（日）開催 

            春のグリーンフェアの市民ふれあいミニガーデンに出展応募 

☆３月１９日（水）  春の花苗を求めて・・・園芸店巡り 

             

■活動予定 

 ☆４月９・１０日   ミニガーデン作成    →☆４月９日  定例活動 
 ☆４月１５日     花づくり講習会 
☆４月２１日     ミニガーデン撤収 

                                                            
 

━━* 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！ ３月！  

2014.3.15 AH!イベントデータ 

平成26年3月15日 (土)   12:15～20:00 天候：晴れ  観客数：5,500 

●ステージ 

ＭＣ：TomoT 

 

12:15～ チャーリーダンススタジオ ダンスステージ 
13:00～ 中央通リ商店街・大声大会「オラボーで」 
14:40～ Alice First Chance 

ｍupe（ギター弾き語り）、Kei（シンガー）、 kleza（クレーシャ・シンガー） 

ベストチャンス賞受賞者：kleza 

 
15:55～ ライブペインティング くま、YUICHI   
16:30～ Hiroshima Club Scene DRIBBLA DANDIMITE TAKKINAL-D 

18:00～ IDOL-ROOM Re:√s(りる～つ☆)、ひろしまMAPLE★S 
18:40～ Beat Boxバトル 

     優勝者：Tooru 

 

■ブース 

★手相占いブース 

★アーティストのプロモーションブース  

★AH!飲食ブース （鯉パフェなど） 
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＊AH!から発信 新発売「鯉-パフェ」！ 

 「artist YUICHIと鯉-パフェ」 

  ＊写真提供 YUICHI 氏 

 

詳しいREPORTは次号で！ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

４月からＲＣＣラジオ番組オンエア決定！ 

ＡＨ！ラジオ（タイトル仮題） 
月曜日 夜 19：30～19：55 (25分) 

AH!やINDIKETの情報をコアに、広島市中央部エリアのイベントやアート情報など、現在進行形で発信！ 

広島中央部と広島の玄関・・「空港」「広島駅」「宇品港」を結んだ 

広島カルチャー・プロモーション・プロジェクト！ 

主催：Cocoro-to 共催：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 

詳しくは次号で・・・ 

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

来期のAH!の予定！ 
 

4月19日（土） / 5月3日(土)  /5月4日（日）『Blue lab.2014』  /5月5日（月） / 
6月 エールエール 出張AH!（計画中） /7月20日(日)   /8月17日（日） /9月13日(土)/ 

10月11日(土)- 12日(日 ) インディケット2014  /11月16日（日）/ 

11月19日（水）えべっさんスペシャル  /12月6日(土)  エイズデーバージョン 

 

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

次回のAH!は ・・・2014年4月19日（土） 
                                                      

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!∞!～ 
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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 2月 活動レポート 

 来年度の会の体制や日程を会議を開き、少しずつ決めていく。3 月には、市、コアメンバーを含めた『拡大遊会』を開催

する予定（既に開催済み）。並行して事務局の仕事の分担をはじめている。ひろばは、参加者数も多く、ギリギリのスタッ

フ数に負担がかかっており、特に、準備に手がかかっている。 

 

１，ひろば活動 

2月 9日（日）晴  参加者47名 スタッフ６名 

2月23日（日）晴  参加者80名 スタッフ６名 

 

２，個人協賛金、寄付品など 

※1月26日 1700円 

                             累計40093円 

※食べ物、廃材等毎回のように寄付を頂いている。 

 

３，日々の活動から・・・ 

・2月6日にコア会議を開き、今後の活動や、来年度の日程について案を出す。 

3月の拡大遊会で発表予定 

・事務局体制の見直し、引き継ぎ作業を 2月21日におこなった。 

・ＦＢページの「いいね数」が増加傾向にある。 

 

 

「ダンボールをつかったお絵かきワークショップ」実施！  
 2月9日（日）  講師：よこた よしきさん 

絵の具をつかって 手でかいても足でかいてもどんな色をつかってもいい自由なお絵かき。 そして、そのダンボールをつか

って家を建てる。その家は3/16～3/23まで西条でやる「西条酒蔵芸術祭 →ConnecT←」というアートと音楽のイベントで

展示される。そのダンボールの家に西条のこどもたちが音で参加して、広島市のこどもたちとコラボレーションする作品に

なる。 

《WS風景》 
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子供たちが描いた絵は・・・展開その① 

WS【 西条酒蔵芸術祭 →ConnecT← @ 旧日銀 】 2月16日(日)  by よこた よしき  主催：ひろしまジン大学 

  

WS【 西条酒蔵芸術祭 →ConnecT← @ 西条】 展示・・・展開その② 西条の子どもたち作った音楽と一緒に展示 

 

 

＊写真提供 よこた よしき 氏 

 

《２月の自遊ひろばの様子》 
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《中央公民館祭りに参加！自遊ひろばの写真展  撮影・近藤倫生  ３月１日→２日》 

 
 
【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 (平成２６年度前期) 

 4/13（日）・27（日）    5/11（日）・25（日）     6/8（日）・22（日）  

7/13（日）・27（日）  8/10（日）・23（日）   9/14（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 
┗■ └──────────────────────────────────────────── 

セトラひろしまの新しい取り組み！！！ 

４月より「夜の街の芸術を考える会」の事務局をすることになりました！！ 

 
下記の内容で、中区の魅力と活力向上推進事業補助金の交付申請を行っています。 

 

事業名  『ひろしま夜街芸術“ナイタート” 』 
 

《夜の街にアートが花開く、夜街芸術の発信を通した流川・薬研堀界隈の新しい魅力の発信》 

 

1.展覧会「夜街芸術“ナイタート”（仮称）」の実施  

・場所：新地ギャラリー（広島市中区堀川町及び薬研堀における3ケ所 ） 
・年4回の展示 3ケ月スパン×4回 
広島市を拠点に活動するアーティスト集団に、夜の街をテーマに作品展示を依頼。夜街アート（流川アート）のスタイル

確立と同時に、広島アートシーンのショーケースとする。（ 

２．展覧会に連動した参加型夜遊び・「夜街アートコン」の開催 
・年4回・原則展示オープニングに合わせて開催 
・場所：流川・薬研堀界隈の夜街アートなお店 
ギャラリーツアー、アーティスト・トークなどの学びのコンテンツ、夜街アートなお店探訪と交流会（コレクション鑑賞・

オプショナルライブ等も含む） 

（夜街アート愛好者コミュニティーの形成・育成。またアーティストとの交流、夜街アート支援者とのマッチング。） 
３．夜街アートの情報発信（フリーペーパーの発刊とHP・SNSとの連動発信） 

 フリーペーパー A5 8ページ 部数 2000部 年４回発行 
（コンテンツ：例：展示告知・夜街アートなお店情報・作家インタビュー・広告掲載・アートコン等イベント情報・その他

夜の街情報 他）、連動してHP・SNSの運用・発信。 
●イベントAH!との連携  

アリスガーデンで行われるアリスガーデンパフォーマンス広場AH!に年４回、イベントブース出店   
（夜街アート、夜の街情報の紹介） 
４. キュレーション・チームの設置と「夜の街空き店舗ギャラリー」及び公募展開催のための研究 

企画プロデュースやキュレーションを担当するスタッフ育成、外部スタッフも導入も図る。事業２年度目実施予定の「夜の

街空き店舗ギャラリー」実施のため、また事業３年度目実施予定の「公募展」開催のための調査・研究を行う。          

 

「夜の街の芸術を考える会」とは？ 

長年にわたって全国に作品を募る公募展「ひろしまナイト美術大賞」を開催し、全国でも珍しい「夜街芸術」発信活動を

行ってきたユニークな実績がある。この実績を踏まえつつ、NPO法人セトラへの事務局移転の機に体制と活動コンテンツを

一新し、新規活動を始める。 

 

（連携又は協力団体）広島市中央部商店街振興組合連合会、広島仏だん通り活性化委員会、堀川町本通会、広島市流川銀座

商店街、東胡町商店街、堀川町チギヤ会、広島パブリックカラー研究会、NPO 法人アートプラットホーム G、広島文化会議

準備会 ） 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
┏┓ 
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW 
 └─────────────────────────────────────────────── 
 今月の活動報告はお休みいたしますが、活動は平常通り行っております。 
 
 

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 
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 http://www.chushinren.jp/ 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Save the earth 
http://pr.mail.yahoo.co.jp/ondanka/  ━◇ＮＰＯ法人セトラひろしま◇ 


