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

 今月の私は散々でした。インフルエンザが治ったかと思ったら、突然メニエルが発症！吐き気が治まらず記念病院に緊急

搬送！しかし翌日にはけろっと治ったのですが検査やら何やらで結局１週間の入院となりました。その血液検査で判明した

のが糖尿病の悪化！これが一番ショックでした。薬を飲むほどではないのですが、糖尿病食を強いられています。みなさん、

くれぐれも私にスィーツと炭水化物は見せないようにお願いします。 

 重大ニュース！ 石丸副理事長が並木通り商店街と中振連の事務局長を兼務することになりました！ やっと定職に就く

ことが出来て一安心ですが、並木とセトラの事務所を往復することになりますので、セトラに不在の時間が長くなります。

そして、ますます忙しくなりますので皆様サポートの程、よろしくお願いします。 

 昨年の「イノコ大福フェスタ」がパワーアップし「大イノコ祭り(仮称)」として帰ってきます！ 現在「若イノコ衆」た

ちが企画を練ってくれています。次世代を担う彼らに大いに期待しています。応援の程よろしくお願いします。 

 お陰様でこの「セトラ通信」も１００号を迎えました！ありがとうございます！！ 時々抜けることもありますが、頑張

って続けていきたいと思いますのでご購読をお願いします。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 
アリスガーデンでは暖かくなり、ビオラやパンジー・プリムラ等の花が元気に咲いています。見頃は今から 5 月中頃ぐら
いまでだと思います。 
昨年から続く、猫の被害の傷跡が少し残っていますが、地道な活動の結果、緩和されて来ています。数年前から続く、構

内の足元に張ってあるタイルの老朽化が目立ち、はがれて来ています。今から 5 月にはフラワーフェスティバルなどのイベ
ントもありますので、歩行の際は躓かないように気をつけて歩いて下さい！！ 
                                       （報告：オザキ マサヒロ） 
■活動報告 

 ○アリスガ－デン定期活動 

作業内容：新設倉庫の清掃 散水 猫の忌避剤散布 

作 業 者：セトラグリーンプロジェクト３名 

＊清掃により、倉庫内の悪臭は緩和されたが、問題の解決には至っていない。 

 
 
◎ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
 今年の４月の日曜日の天気は、晴れ渡る清々しい春を満喫することが出来ず、何だか消化不良な感じがしていますが、皆

さんはいかがですか？… 晴れ渡った日の平和大通りは、シロツメ草の香りが風に乗って弾んだ気分になります。 
 我が倶楽部は、春の中央公園風物詩「春のグリーンフェアー」で１ｍ四方の庭作りコンテストに“ポタジェのある庭”と

いうタイトルで出展しました。「ポタジェ」とは、家庭菜園を意味するフランス語ですが、果樹・野菜・ハーブ・草花などを

混植した実用と鑑賞の両目的を兼ね備えた庭の事を言います。８団体の競演でしたが、それぞれ個性あふれる庭が来場者の

目を楽しませてくれました。我々の庭は、花中心の庭でないので華やかさに欠けた感じもしましたが、風になびく野菜の葉

やポピーの花の動きは、何とも言えない心穏やかな時を与えてくれました。 
 今まで培ったメンバーの経験・知識をベースに楽しく植えられたことに満足し、フェアーを終えました。この経験を違う

場所で活かされるよう、また新たな気持ちで邁進しようと思っています。 
 平和大通りの街路灯にＦ・Ｆの旗が取り付けられました。早いものでゴールデンウィークがやってきます。たくさんの人

達が行き交うプラザ前の美化活動の頃となり、花苗の植替えを控え、どんな花苗を選ぼうか等々、色々な話を交えて進めて

行こうとしています。どうぞお楽しみに・・・ 

セ ト ラ 通 信 
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■活動報告 
 ☆４月 ８日（火）  ガーデン作りの準備 
 ☆４月 ９日（水）  春のグリーンフェア内の庭作り作業 
 ☆４月１５日（火）  春のグリーンフェア内で開催 「花づくり講習会」 ハーブ講座 
 ☆４月２１日（月）  春のグリーンフェア内の庭撤去作業 
 ☆４月２３日（水）  交流プラザのハンギング植替え 
 
■活動予定 
 ☆Ｆ・Ｆを控えてのサークル花壇や周辺美化活動 
 ☆５月１４日（水）  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！ ３月！  

3.19 イベントAH! レポート 
2014年、最初のAH! 昨年12月以来の開催でした！今年のAH!は、「AH!飲食マジ宣言」。 

ということで、まずは、「鯉パフェ」！！AH!から初めて世に出る広島の新魂フードです！！鯉焼き(たい焼き)×パフェとい

う贅沢なコラボレーションです！（下・左） 
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そして、こちらは、シュペールブリアンさんのブース。お仕事の相談ができるブースです！懇切丁寧に対応してくださいま

す。（上・中）さらに占いのブースも登場！――生活を豊かにするAH!です！！（上・右） 

《チャーリーダンススタジオ》 

もちろん、ステージでも！広島のカルチャーを豊かにします！！チャーリーダンススタジオ福屋前 ベルプラザ5Fにあるダ

ンススタジオ。日々レッスンを重ねるキッズやティーンのパフォーマンスから， 

AH! のステージが華やかに始まりました。 

 

《中央通リ商店街・大声大会「オラボーで！」》 

中央通商店街の「合格祈願”とおりゃんせ”」の協賛イベントです。参加者の思い思いの「おらび」がアリスガーデンにこ

だまします。学生やこどもたち，もちろん「合格」を目指す受験生の「おらび」もありました。 

  

本通商店街のサポーターとして活動する女子学生企業団体 SMS（ショッピングモールシスターズ）も登場しました。 

《Alice First Chance》 

2014年最初のファーストチャンス，mupeさん（下左），Keiさん（下中），kleza（クレーシャ）さん（下右）の3組がエン

トリーしました。 
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弾き語りとシンガー。いずれも歌での挑戦！歌対決を制したのは，klezaさんでした。 

《ライブペインティング くま＆YUICHI》 

《手紙屋くま》 

ステージでのAH! 登場は，2012年8月以来となるくまさん！ 

  

地面に広げられた紙だけでなく，立てておかれた板にも紙が。新しいスタイルです。「桜咲」，そして大きく書かれた「一歩」

の文字――そして「一人 一人 みんな 一人 一人」の文字。「みんな一人」，「一人で向き合わなくてはいけないこともある」

「初めて一人で歩いているということを本気でやっている」そういう時に，「手は差し伸べられる」「一人」で「本気」で「向

き合って」，「一歩」ずつ歩いてきたくまさんの想いが込められています。 

《YUICHI》 

つづいてYUICHIさん。「今をがむしゃらに消費すること」ではなく「過去から学び未来を描くこと」が「今を大事に生きる」

ということ――想い，意志――10分間，鋭く力強く描きます。 

 

  

《Hiroshima Club Scene DRIBBLA DANDIMITE TAKKINAL-D》 

AH!にレギュラーで登場する3D DRIBBLAさん，DANDIMITEさん，TAKKINAL-Dさん。 
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AH!でのライブでレゲエの世界がぐっと近くなった人，ハマったも多いはず。楽しめるステージ，盛り上がるステージです！

4月19日(土)には，昼はAH!，そして夜はナミキジャンクションにてINFINITY16さんのツアーニ十周年全国公演 ～成人式

からはじめの一歩～にも登場されるとのことです！チェックしてみてください！ 

《IDOL-ROOM Re:√s(りる～つ☆) 》 

まずは，Re:√s(りる～つ☆)のみなさん。1月には，シングル「気まぐれSunshine」をリリース！STUDIO MAPLEでも定期公

演が開催されています。たくさんの声援を集めアリスガーデンを沸かせたRe:√s(りる～つ☆)のみなさん， 

今後もAH!に登場予定です！（下左） 

 

《ひろしまMAPLE☆S》 

今や全国展開しているひろしま MAPLE☆S のみなさん！着実にステップアップ中！！3rd Single「ウルトラネイビー

/BRIGHT!!」は絶賛全国流通中です。さらに，現在★TBS「最新トレンド乱キング！リア10」番組の看板娘＆エンディング曲

争奪戦★にひろしまMAPLE★Sから小泉明音さんが参戦とのこと。4月19日(土)投票開始とのことなので，チェックしてみ

てください→http://ameblo.jp/hiroshima-maples/entry-11819823025.html 

ひろしまMAPLE★Sの存在感，人気，そしてエンタテインメント性はAH! でも絶大です。今回もアリスガーデンは超満員，

その熱量も最高潮に達しました。（上・中-右） 

《Beat Boxバトル》 

今回から始まった新しいコーナー！声から様々な音が産み出されるヒューマンビートボックス。総当り形式のバトル！！ 

   

ジャッジは，お客さんです。繰り出されるサウンド，そして挑発！激しい闘いです！初代王者は，TORUさん！（上・右）  無

傷の優勝でした！！ 

 

《Note》 

さて，4月からAH!のラジオ番組がスタートしました！RCCラジオ AH! FUN! RADIO! 毎週月曜19:30～ 

AH!のMC TOMOTがパーソナリティとして，広島を元気にすべく，人の心を打つ様々なイベント、企画、そして表現者たちに
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スポットをあてて行きます！ぜひ，聞いてみてください。 

 

次回AH!は，4月19日(土），2004年4月開始のAH!はいよいよ満10週年。そして，11年目に突入します。 

これからもステージ・ブースを充実させていきます。みなさまのお越しをお待ちしています。(文章:近藤倫生) 

2014.4.15 AH!イベントデータ 

平成26年4月19日 (土)   12:15～20:00 天候：曇り 観客数：6,000 

●ステージ 

ＭＣ：TomoT 

12:15～ チャーリーダンススタジオ オンステージ 

13:00～ Alice First Chance 

     miki（ギター弾き語り）、 over  オーバー（男性ボーカルユニット）、ミエリ（ギター弾き語り） 
ベストチャンス賞：ミエリ 

14:15～ ライブペインティング くま＆YUICHI 名物コーナー、アートによるメッセージ！ 

14:45～ Hiroshima Club Scene  DRIBBLA DANDIMITE TAKKINAL-D 

15:50～ DANCE DANCE バトル 

17:10～ IDOL-ROOM  snowdrop りる～つ 

17:45～ ひろしまメイプルズ 

18:20～ Beat Boxバトル 

19:10～ プレミアム・ライブ 佐々木リョウ 

 

■ブース 

★イー・モバイル広島中央・ブース ★アーティストのプロモーションブース  ★「ハレゾラ」ハンドメイド＆ヒーリン

グブース  ★AH!飲食ブース  

 

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

４月からＲＣＣラジオ番組オンエア！ 

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 

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

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14日（土）エールエール 出張AH! /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 
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今期上半期ガイドブック              イベントプログラム 

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

次回のAH!は ・・・2014年5月3日(土)・4日(日)・5日(祝) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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、
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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 

広島市こども未来局 こども・家庭支援課 TEL 504-2813 FAX 504-2255 

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

もとまち自遊ひろばの会 ３月 活動レポート 

 今年度最後のひろばも無事終えることができた。高いリピート率に、ひろばの雰囲気は、こども同士がのびのび遊び、ひ

ろばに慣れてきた大人たちも、それぞれの時間を楽しんでいた。遊びやひろばの手伝いを通して、こども同士、大人同士、ま

たこどもと大人も交流が深まり広がってきている。 

会としては、次年度以降も安定して継続できるよう、ゆうえん隊や、興味をもって現場に関われる人材を発掘し、育ててい

く必要がある。継続していくことで地域とのつながりの中にも可能性を見出せる。参加者からともに創る仲間へ。そのために

も、会の組織体制を整え、ひろばの趣旨を分かりやすく明確に打ち出し、共感者、協力者を増やしていきたい。 

 

１，ひろば活動 

９日(日) 晴  参加者 85名（R 61名･新 24名/リピート率 72%）、スタッフ ３名 

２３日(日)晴   参加者 55名（R 45名･新 10名/リピート率 82%）、スタッフ ８名 

 

２，会議・その他活動 

１日(土)・２日(日) 中央公民館合同フェスティバル参加 参加者２名 

（活動パネル写真展示・あーと自遊ひろばW.S） 

４日(火) 拡大遊会 １９時～２１時 セトラ会議室 参加者６名 

           （今年度振返り・来年度課題と今後のビジョンについて） 

２４日(月)～３１日(月) 次年度に向けての準備 

（物品購入、事業報告書・アンケート報告書作成・チラシ印刷、 

次年度書類整理・見直し、大学生ボランティア要請(前期)、 

保険加入(１年間)、事務局引き継ぎ作業 等） 

 

３，個人協賛金・寄付品について 

９日(日) ２，５００円 

２３日(日) ２，２５０円    ※ のべ４８，７４３円（H２５年４月～H２６年３月） 

 

ひろば来場者の方が飲食物などを提供し、ひろばの人たちで共有する。 

 

４，諸連絡 

拡大遊会議事録、日誌がＭＬの共有ファイルに適時ＵＰされているので、ご覧ください。 

 

５，事務局の活動（引き継ぎ作業） 

・ＭＬ連絡、調整、経理（→河童） 

・データ打込み、アンケート集計（→松本） 

・ＳＮＳの管理引き継ぎ、広報について（→南部さん(ひろば保護者)） 

・来年度に向けての書類準備整理、諸連絡等 他（→六百田） 

・日常活動の準備 

・事業報告書、アンケート報告書作成 提出 

 

（報告：六百田） 

 

平成25年度の活動報告（事業報告書からの抜粋） 

「もとまち自遊ひろば」は、【こどもたちが自由な発想でおもいっきり遊ぶ】こどもの遊び場である。現在、中央公園で

の月2回の活動は、昨年11月に3周年を迎えた。この遊び場は、こどもたちが成長するようにひろばとして成長してきて
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いる。こどもらによる遊びの発展、こどもの遊び場としての何か起こり得そうな空気感、こども同士の繋がり、ゆうえん隊

の関わり、親同士が和み交流が生まれるゆるやかな雰囲気・・・。年を重ねる内に、こどもも大人も含めひろばに関わる人

たちによって少しずつ積み重ねられてきたものだ。これが現時点での私たちの「自遊ひろば」の形である。 

こどもは、そもそも今を生きる(遊ぶ)存在である。自遊ひろばで遊ぶこどもの姿は、そのことを教えてくれた。こどもが

本来の姿でもって今を遊ぶ(生きる)とき、どの子もその子らしく生き生きと輝いている。そしてこどもたちが自らを解放し

その子らしく在るとき、それを見守る大人たちは、（親も散歩で通りがかったおじいちゃん、おばあちゃんも、ひろばの前

で興味をもって立ち止まる通りすがりの人も）その姿を嬉しく思い、幸せな気持ちになるようだ。こどもたちが「遊ぶ」ま

ちの未来は明るい。 

こどもが遊べなくなった、遊ばなくなったと言われる今。それでもこどもは大人たちの規制や管理の隙間をぬうようにし

て遊んでいる。こどもは今を遊ぶ(生きる)存在なのだ。情報があふれ、多様な価値観が混在する時代。こどもたちの自由な

遊び場環境を大人はそれとわからぬままに簡単に奪うこともできる。だからこそ、私たち大人はこどもたちにとって、私た

ちの未来にとって、真に大切なものをとらえなおす必要があるように思う。私たちは、自分の意思をもち、思いを共有しな

がら関わる人たちとともに進化する「自遊ひろば」をつくっていきたい。 

              「もとまち自遊ひろば」の会 ゆうえん隊  六百田裕子 

 

《活動の報告》 

事業名 中央公園 冒険遊び場事業（広島市こども未来局よりの受託事業） 

事業内容 中央公園に冒険遊び場を開設するための実験事業 

（広島市平成25年度冒険遊び場事業） 

■冒険遊び場「もとまち自遊ひろば」の開催(月２回、原則第２,４日曜日) 

【対象】おおむね小学生以下の子ども。（保護者の付添は自由） 

【内容】子どもが自由に遊ぶことができる冒険遊び場の実施 

【場所】広島市中央公園芝生広場周辺 

【回数】22回 （中止 ３回：警報発令のため） 

【主催】中央公園冒険遊び場「もとまち自遊ひろば」の会 

広島市こども未来局・セトラひろしま(事務局) 

■事業実施のためのコア会議、ゆうえん隊会議の開催 

実施日時 平成25年4月～平成26年３月 

実施場所 広島市中央公園・中区基町地区 

従事者の人数 55人 （事務局：4人 ゆうえん隊：2２人 ボランティア：29人） 

受益対象者の 

範囲及び人数 

もとまち自遊ひろば 子どもの参加者数：1466名  

支出額 \938，000 

事業の成果 ～

成果と課題～ 

 

事業の成果 ～成果と課題～ 

（総括） 

 ひろば活動も3年目を迎え、常連の子どもたちの遊びに準常連の子どもたちが刺激

を受け、また初めて来た子どもにも刺激を与え、自由な遊びが展開された。また、保

護者にも常連の親が、初めて来る親に対して助言を 

おこなうなどもみられ、みんなで創りあげるひろばの姿が見えた。 

 参加者数は昨年度より1･5倍増になっている。たくさんの子どもが遊びに来ている

が、新規の親子連れが多い日は、普段の子どもの自由な遊び場とは違う雰囲気になる

こともあった。広報等は参加者数を予測しながらコントロールしていく必要がある。

また、ゆうえん隊スタッフも減少しており、一部のメンバーの負担が重くなっている。

一方、ひろばに遊びに来ている保護者がお手伝いをしてくれたり、保護者会（支え隊）

を結成したいとの声も上がり、ひろばの活動に大いに協力して頂いている。 

 事務局作業も年を追うごとに増加しており、今後も継続して活動していくには、会

の組織を初めとした、体制づくりも考えていく時期に来ている。 

安定した会の体制と今後の展開を。これらを含め、「こどもたちが自由な発想でおもい

っきり遊ぶ」遊び場としての自遊ひろばの趣旨を保護者やスタッフに伝え、活動に共

感を頂くことでともに創るひろばを実現していく。 
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《※年度別比較 平成24年度は7月からの開催》 

年度 開催数 スタッフ数 平均 

スタッフ数 

参加者数 

（子ども） 

参加者 

平均数 

平成24年度 １６ １９０ １１．９ ５６４ ３５．３ 

平成25年度 ２７ ２６６ ９．９ ９９７ ３６．９ 

平成26年度 ２２ １５８  ７．２ １４６６ ６６．６ 

 

《３月の自遊ひろばの様子》 

  
 
【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) 

 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） 

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 
┗■ └──────────────────────────────────────────── 

大イノコ祭り(仮称) 

今年も開催を目指します！ 
只今、にぎわい補助金応募のため、昨年祭りを経験したメンバーによって結成された「若亥の子衆」が企画しています！ 

■開催日:平成26年11月8日(土)・9日(日) 雨天決行（予定） 

■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 他 

 

企画内容については乞うご期待！あっと驚く企画がCOMING SOON! 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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！！ 

いよいよ５月より   『ひろしま夜街芸術“ナイタート” 』 スタート！ 

《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 
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） 

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 
●イベントAH!との連携  

「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 
 └─────────────────────────────────────────────── 
今年も「広島市中央部振興の会」の第３３回総会と懇親会にご招待いただき、セトラのメンバーと共に出席しました。

中心部を盛り上げる強い思いを持った人々が集まった団体で、セトラの活動に、とても理解があり、平成２２年度より助

成金をいただいております。 

袋町公園の美化活動が３月末で３７５回となりました。６月半ばで１０年目に入ります。今年度より「広島市街区公園

清掃等報奨金」 制度の対象団体となりました。 清掃道具やゴミ袋など活動の為の費用助成が受けられるようになりまし

た。 定期的な継続した活動を評価いただいたものです。参加メンバーのみなさん、活動を物心両面で支えてくれたみなさ

ん、ありがとうございました。特に、我々の活動を資金面で支えていただいた「渡部総合法律事務所」、「広島市中央部振

興の会」に心より感謝申し上げます。 

４月の第１週の活動の後、満開の桜を眺めながら、作業所で作ったメロンパンとお茶で、ささやかな花見会を楽しみま

した。花壇のパンジーは雑草と競り合いながら元気で育っています。 相変わらず困っているのが花壇の犬猫の糞です。フ

ンガイしつつ、良いウンがつくのを期待するしかないか・・・。                    （本山） 

  

   

      

                      

 

 

 

  
３月に行った活動   
● 袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計３回、花柄摘みと除草、ゴミ収集を行いました。  

● 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➡➡➡  

     

◎４月、５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                              

４月→→３日、１０日、１７日、２４日 

５月→→８日、１５日、２２日、２９日（★花の植え替えをします） 

 
 
 

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 
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「セトラ通信」編集部 
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