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

 「糖質制限」を始めて２ヶ月半、炭水化物をほとんど摂らない生活を続けています。体重はもう１㎏落ちて現在は６１㎏

台です。しかしここ半月は停滞しています。お腹の贅肉だけが取れないのです。運動してない所為だとは分かっているので

すが悔しい。テレビ通販の健康器具を買おうかと真剣に考えています(笑)。 

 ７～９日に恒例の「ゆかたできん祭」が開催されました。しかし金曜日はあいにくの雨で２０時半に中止を決定し、２１

時には撤収しました。土日は持ち直して、徳島の阿波踊りを含むすべてのイベントを実施し、結局人出は昨年より４千人減

の３２５,０００人でした。「おそうじ隊」にご協力頂いた皆さんも、雨の中、本当にお疲れ様でした！！ 

 ６月２日付けの中国新聞に１０周年を迎えた「ＡＨ！」が大きく取り上げられました（暴走族絡みの内容が多かったのが

少し不満ですが）。石丸氏と共に取材を受けましたが、話しながら当時の記憶が甦ってきて、開催当初と今とでは隔世の感が

あることを実感しました。何をやっても止まらない人々、暗くなると集まってきてイベントを無視して騒ぐヤンキー達、勝

手にパラパラを踊るギャル達．．．虚無感で一杯になることもありました。それでも沢山の方々の支援や手伝いを受けてここ

までやってこられたことに、心から感謝しています。そして今では広島ストリートカルチャーを代表するイベントとして定

着し、多くの方に楽しんで頂いています。そして１４日(土)にはエールエール地下にて初の「出張ＡＨ！」が開催され、こ

れまた多くの来場者で盛り上がりました。これからも若い人たちの力で、より高みへと上り詰めて欲しいものです。 

 またセトラが新たに事務局を引き受けた「夜街芸術ナイタート」が１６日にスタートしました。夜の広島に出現したアー

トを是非ご鑑賞下さい。そして恒例の広島インディーズの祭典「INDIKET」も、出演者募集を開始します！ 

 それでは今月もセトラ通信を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） 
 

……＜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】インディケット‘14  開催決定！ 

【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 

【５】文化交流プロジェクト 

【６】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 
暑くなるに連れて、予想通り、アリスガーデン倉庫内の臭いと、汚れは目立ち、それに伴いコバエ、ゴキブリなども増えて、

衛生上思わしくありません。タイルの剥がれも目立ち、事故が起きないことを願うのみです。 
昼以降は、ボランティアの方に、お願いするのは申し訳ないので、残りの花植え、残土処分等は私一人での作業にしました。

（報告：オザキ マサヒロ） 
■活動報告 

 ○アリスガ－デン定期活動  ６月１９日(木) 

  参加者・ 松原、牧野、尾崎  
作業内容・花の植栽 、散水、ネコの糞尿被害のあった、土壌除去、マルチング。  
使用材料・ポーチュラカ １６０ｐｔ、アメリカンブルー １２０ｐｔ、ガザニア  ３５ｐｔ バーク堆肥  ４袋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

セ ト ラ 通 信 
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◎ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
 
 雨上がりの草木の緑がいっそう深みを増したように感じられ、あちらこちらでアジサイの花が鮮やかに競演しております。

皆様、梅雨寒で風邪をひかれていませんか？ 
 今日、都内に雹が降ったとのニュース！異常気象もここまで来たかと扇風機を回しながらまるで冬のＶＴＲを観ているよ

うな感覚に襲われました。何か大事が起こらなければと願うばかりです。 
 ワールドサッカー開催に大きな期待と盛り上がりに皆浮かれ気分で迎えた日本戦・・・ 
この団結感がたまらなく心地よく、勝つわけないと密かに思いながらもひょっとして奇跡が・・・ 
というドキドキ感に酔いしれたひと時でした。この一盛り上がりがまた何か熱いものを呼び起こして日本が元気になればい

いなと願っております。 
 

■活動報告 
 ☆６月１１日（水） 定例活動  
            サークル花壇の花柄摘み・草抜きなどの美化活動 
            ハンギングの切り戻し作業 
            パンジー及びビオラの種まきの種選びの話し合い 
  
 ☆６月１７日（火） 花と緑の広島づくりネットワーク「栽培講習会」参加（申込者のみ） 
 
■活動予定 
☆７月 ９日（水） 定例活動  
            交流プラザ周辺植物の手入れ 
  
 ☆７月３０日（水） ８月６日を迎えるにあたり、交流プラザ周辺の美化活動 
 
 

━━* 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） 
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┏┓ 
┗■ 【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！ ５月  

5.3・5.4・5.5 イベントAH! レポート 

5月のAH!は、3日・4日・5日と3日連続開催しました！初日からファーストチャンス、ダンス、アイドル、クラブ
シーンと多彩なステージを展開。 
4日は、いつもとは違うAH! Bule lab.HIROSHIMA2014がAH!をジャック!!青空のもと、ステージパフォーマンス
にライブペインティングにアートブースにと、渾身のアート満載の1日となりました!観客もいつもと違うアリスガー
デンに釘付け、反応も良く、盛況でした！ 
5 日は、こどもの日。ということで、広島ジュニアマリンバアンサンブルのステージからスタート。さらにラテンの
リズムに、ディーバたちのステージ、ダンスバトルとこの日も内容満載。東京からはシンガーソングライター 半崎美
子さんが登場。さらに、急遽、森恵さんが出演してくださるというサプライズもありました!! 

5月3日 

《アリスファーストチャンス》 Over・ヤキソバ―ず・TSUYOSHI 
 

  

  
                 アリスファーストチャンス優勝 kenzo  

《Link's ダンスショーケース》  

    
                                                                  《 IDOL-ROOM  Re:√s(りる～つ☆) 》  
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《 AH! ひろしまMAPLE★Sプレミアム公演inアリスガーデン》  

  
 

《チャーリーダンススタジオ》  

  

 

《BeatBoxバトル》  

   
BeatBoxバトル優勝 TORU 

 

《Hiroshima Club Scene》  
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5月4日 

《池田誠 氷の即興彫刻》 

    
《藤堂信行、羽鳥智裕、竹内章吾、タムラドヒサシィ 即興パフォーマンス》 

  
《変態パフォーマンス級ドリームマッチ 中島由美子》 

    
《変態パフォーマンス級ドリームマッチ タムラドヒサシィ》 

 
《変態パフォーマンス級ドリームマッチ 山下眞麗子》 

    

《変態パフォーマンス級ドリームマッチ 美音異星人》 

 

《手紙屋くま 大書パフォーマンス》 

    
《バンドエンツナガリ 即興演奏》 
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《YUICHI（石原悠一）＆kiyo ライブペインティングパフォーマンス》 

   

 

ハレゾラ（Ana※ カエルカバン retro deco しゃっき はんこ屋Honono） 

   

    
                                                    手紙屋くま 書下ろし             りりこ 似顔絵 

 

Toru Takata メディアアート 

    
                                                                 小野豊一 車へのライブペインティング 

 

藤岡真由子 ライブペインティング 

    
                                  町田エム ライブペインティングよこた 
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よしき 車へのライブペインティング 

    

         

      YUICHI（石原悠一） ライブペインティング      タイ王国国内児童施設支援ブース 

           (5月4日写真:中谷宏志 Blue lab.HIROSHIMA2014オフィシャルカメラマン) 
 

 

5月5日 

《広島ジュニアマリンバアンサンブル》 

   
                               《エル・コンボ・デ・ラ・パス》 

 

《AH! ひろしまMAPLE★Sプレミアム公演inアリスガーデン》 

    

                                   《香音》               《香音＋TOMOTY》 
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《香取優希》 

   
                                                           《西島瞳》 
《Dance Dance Danceバトル》 

Crazy yass 

    
                                Dance Dance Danceバトル                                

  Nabe  Hero              

    
           決勝 ドクターズｖｓドープダクト                           優勝 ドクターズ 

 
6月のAH!は、エールエールに出張します!! たくさんのご来場をおまちしております!!  (文章:近藤倫生) 

 
《EVENT CONTENTS》 
平成26年5月3日（土）・4日（日）・５日（月）日  

【5月3日（土）】  晴  観客動員数：5.500人 

●ステージ ＭＣ：TomoT 

13:00～  ファーストチャンス  

1.OVER（ボーカルユニット）2.kenzo（ギター弾き語り）3.ヤキソバ―ず（ギター弾き語りDUO）  

4.TSUYOSHI  （男性ボーカリスト） 

14:10～  Link's ダンスショーケース 

14:40～  IDOL-ROOM  Re:√s(りる～つ☆) 

15:00～  AH!ひろしまMAPLE★Sプレミアム公演inアリスガーデン 

16:10～  チャーリーダンススタジオ  

17:20～  BeatBoxバトル  

18:30～   Hiroshima Club Scene DRIBBLA DANDIMITE TAKKINAL-D 
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●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  

★AH!飲食ブース  

【5月4日（日）】 BLEE LAVスペシャル企画  晴  観客動員数：6,800人 

●ステージ 

～オープニング～ 

13:00 氷アーティスト池田誠  氷の即興彫刻 

14:00 藤堂さんと即興音楽のパフォーマンス  

15:00 「変態パフォーマンス級ドリームマッチ！」身体表現者が広島でバトル！ 

17:10 手紙屋くま 大書パフォーマンス   

17:30 即興演奏バンドエンツナガリ 即興演奏 

18:30 YUICHI(ライブペインティング)＆kiyo(drums&electro)  

18:55 ～クロージング～ 

＊ステージパフォーマンス 

池田誠（氷の即興彫刻）、藤堂信行（ライブペインティングと即興音楽）、美音異星人（身体表現）、中島由美子（身体表現）、

山下眞麗子（身体表現）、タムラドヒサシィ（身体表現）、手紙屋くま（大書）、即興演奏バンドエンツナガリ（丸町年和 他）、

YUICHI（ライブペインティング）、kiyo(drums&electro) 

○ライブペインティング： 小野豊一/藤岡真由子/町田エム/YUICHI  

○アートブース   Toru Takata:メディアアート  

○出店ブース『ハレゾラ』 しゃっき /retro deco /カエルカバン/Ana* /はんこ屋Honono/手紙屋くま(書下ろし) 

【5月5日（月）】  晴  観客動員数：7,200人 

●ステージ ＭＣ：TomoT 

12:00～  マリンバアンサンブル  

13:50～  El COMBO DE LA PAZ 

14:45～  AH!ひろしまMAPLE★Sプレミアム公演inアリスガーデン 

15:40～  西島瞳  

16:15～  半崎美子(from Tokyo) 

16:55～  香取優希  

17:30～  香 音  

18:00～  森 恵(from Tokyo) 

18:20～  ダンスバトル  

●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  

★AH!飲食ブース  

 

６月のAH!（＠エールエール）    REPORTは次号で！ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

好評です！AH! ＲＣＣラジオ番組でオンエア！ 

“AH! FUN RADIO” 
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 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

次回のAH!は ・・・2014年７月２０日（日）@ アリスガーデン 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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】インディケット‘14  開催決定！  
┗■ └──────────────────────────────────────────── 

自主制作作品の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  

 
今年も10月11日（土）、12日（日） 2日開催！ 

音楽部門エントリーアーティスト～第１次募集（推薦枠）を開始しました！ 

 

【インディケット‘14概要】 

日時：2014年10月11日（土）、12日（日） 2日開催 12：00～20：00 

会場：広島市中区アリスガーデン 

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

＊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です。広島をインディーズアーティスト

のメッカにしようと、音楽、ダンス、パフォーマンス、アートと、ジャンルを超えて自主制作作品のマーケットとプロモー

ション・ステージを行うイベントとして2005年以来毎年開催され、今年、記念すべき10回目を迎えます。 

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 

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

第1次募集は音楽部門のみ、ライブハウス、レーベル、音楽教室、音楽事務所による推薦枠です。 

第一次募集枠 限定10組（ただしバンド形態は3枠限定） 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

【音楽部門 エントリー応募について】 

オールジャンル10枠・・ただし公共広場のため音量規制がありますので、バンド形態は３枠限定です。 
★プロモーションライブステージ：15分 オリジナル作品の発表 

★出 店 

＊CD、Tシャツ、チケット等、物販出店（プロモーションステージ前後約2時間を予定） 

＊出店ブーススペース（450×1800/長テーブル1台分） 

＊貴事務所としてのブース出店も可能です。 

《応募条件》 

・CD、Tシャツ、チケット等物販ができること 

・オリジナル作品の発表 

・PVあるいはLIVEの記録など活動を動画サイトにアップしていること 

（エントリー選考の参考にさせていただくとともに、エントリー選出後には公式サイトで公開いたします。） 

・販売ブースを出せること。出演メンバーの他に1人以上販売員がいること。 

・協力金 （エントリー料）：3,000円 

《審 査》 

第一次募集枠・限定10組を活動動画等を参考に主催者による厳正な審査の上、選ばせていただきます。 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

☆第1次エントリーアーティストは・・・ 
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8月1日深夜・RCCテレビ 「音楽の日 前夜祭～広島音楽村ＴＶ～」で告知！ 

   その他・・・ 

◎RCCラジオ「渕上里奈のMUSIC ROOM」内で告知 

   ◎RCCラジオ「AH! FUN RADIO」内で告知 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Web・Facebook・Twitter等を活用して、INDIKET本番前後に限定せず、 

INDIKETおよび参加アーティストの情報をPR! 

《RCCサイトで動画配信》 
イベント当日、プロモーションステージを撮影した動画を、ＲＣＣ携帯サイト「広島音楽村」で1ヶ月程度無料配信！ 

＊ＰＣサイト http://www.rcc.net/indiket/ 

＊携帯サイト http://www.rcc.ne.jp/music/ 携帯からは…「広島音楽村」で検索！ 

 

《アワード（賞）》 
１）イベント当日、物販売上額トップのアーティストを表彰！ 

２）本番後RCCサイト「広島音楽村」で、全出場者を対象とした公開投票を行い、 

得票の高いアーティストには特典が・・・ 

       RCCラジオ「渕上里奈のMUSIC ROOM」出演 

       RCCラジオ「AH! FUN RADIO」出演 

＊詳細は後日発表 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

第１次募集締め切り ７月10日（木） 

別紙応募用紙に記入の上、FAXかメールでお申し込みください。 

FAX：082-545-7612 E-MAIL：info-desk@indiket.net 
 

第１次エントリーアーティストの発表 ７月15日（火） 
＊審査結果はメールでお伝えします。また、公式サイト、FBページにて発表。 

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

お問い合わせ・・・インディケット事務局 

      〒730-0035  広島市中区本通1-6  ミタキヤビル4F（ＮＰＯ法人セトラひろしま内） 

      TEL：082-545-7611  

■INDIKET HIROSHIMA公式サイト   ★HP：http://www.indiket.net/    

■Facebookページも開設しています ★http://www.facebook.com/indiket 

 

 

 
┏┓  【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!∞!～ 
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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 

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 5月 活動レポート 

１１日は、中央公園の芝生広場で市の写生大会があり、親子連れで通りすがりに流れてきたこともあり、１００名を超える

多くの子どもが遊びにきた。子どものひろばは、常に大人が多い状態で、木工やハンモックは親子で遊ぶ姿が目立った。常連

組は、何とも遊びにくそうで、川や周辺のエリア等に散り遊んでいた。しかし逆にそのことで、子どもが遊びを創造できるエ

リアの広がりを感じられた。子ども同士の遊び集団として成長していけるよう見守っていく。昼を過ぎる頃には、周りで見守

る（休む）大人も増え、大人同士、子ども同士それぞれに“自遊な”時間を過ごしていた。地元の子どもたちも親に見守られ

ながら、集団で川で楽しそうに遊んでいた。「自遊ひろばがある日には、子どもを連れて中央公園に来るようになった。」と、

地元の若い母親が話してくれた。少しずつ関係を築いていくことでより地元の方の協力が得られるよう、課題としていく。 

年に一度行う「救急法講習」は、参加者は少ないものの木漏れ日の下、和やかな雰囲気で集まった保護者とともに有意義な

時間を過ごせた。これからの季節、熱中症対策や川遊び等の見守りにも留意していきたい。 

また、新規の子どもや親に対してひろばの趣旨が伝わるようなゆうえん隊の関わりにも配慮していきたい。 

 

１，ひろば活動 

・５月１１日(日) 晴：参加者 139名（R 76名･新 63名/リピート率 55%）、ゆうえん隊 ８名 

13：30～15：00・・・「救急法講習」参加者 大人10名(大人カフェ) 

「自遊写真展」(活動写真パネル野外展示) 

・５月２５日(日) 晴時々曇：参加者 99名（R 63名･新 36名/リピート率 64%）、ゆうえん隊 7名 

         17：00～ 自遊基地内整理・ごみ処理（正本さん軽トラにて） 

          

２，個人協賛金・寄付品について 

・１１日(日) ５，４４０円 

・２５日(日) ２，０１５円   その他、飲食料品等を提供いただく。    

 

３，ひろば活動に関する諸連絡 

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。 

 

４，事務局の活動 

・ＭＬ連絡、調整、経理（川成） 

・データ打込み、アンケート集計（松本） 

・ＳＮＳの管理（南部） 

・Ｈ２６年度「もとまち自遊ひろば連絡体制」「緊急時・悪天候・事故やケガへの対応」を整理 

・日常活動の準備（備品購入、アンケート、日誌、名簿等） 

・学生ボランティアの調整、連絡 

・広報、諸連絡等 (六百田) 
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【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) 

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！ 

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

 

 

┏┓  【５】 文化交流プロジェクト 
┗■ └──────────────────────────────────────────── 

大イノコ祭り 

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 

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

 

 

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」の事務局をしています！！ 

  『ひろしま夜街芸術“ナイタート” 』 スタート！ 

《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》 

夜街芸術“ナイタート” 

流川・薬研堀界隈を巻き込むアートプロジェクト 

新地ギャラリーを軸に「夜街芸術ナイタート」がスタートしました！ 
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以前より公募展を開催しご好評を頂いている流川「新地ギャラリー」におきまして、今年度から「夜街芸術ナイタート」を

開始しました。 

ギャラリーを中心に作品を展示し、今年度は4グループのアーティスト集団による作品展示を計画しています。 

合わせてアートフリーペーパーの発行を始めることとなりました。こちらはナイタートの展示内容だけでなく、アートに絡め

て流川・薬研堀界隈をメインとして近隣のお店の情報を盛り込んでいます。 

夜街芸術ナイタートの初回の展示は広島で活躍するアーティスト集団Project NOW!による「みあげる2014 展」を、6 月

15日から8月6日までの期間で実施致しています。 

 

 

みあげる2014展／Project NOW! 

2014.8.3に相生橋にて行う「みあげる2014」の告知を兼ねた展示。 

3次元センサーを使ったインタラクティブな仕掛けや、相生橋を中心とした大

きな地図を使った展示など、新地ギャラリー1,2,3 とそれぞれ違った見せ方で

展開する「みあげる 2014 展」。これまでも様々な事柄に様々な方法でアプロ

ーチしてきたProject NOW!。その新たなアプローチを、是非あなたにも体感し

ていただきたいです。 

 

＊ギャラリーの場所はこちらです！ 

 

   
アートフリーペーパー発行！ 

 

 

   
ギャラリーツワー（6月16日）                          オープニングパーティー（6月16日） 
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┏┓ 
┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 
 └─────────────────────────────────────────────── 
ゆかたできん祭2014、初日は降雨で途中、中止となりましたが参加メンバーには、雨の中、ご苦労をかけてしまいました。

事前の対応や連絡などに詰めの甘さがあり、反省しています。 2日目はお天気も何とかもってくれて、おそうじ隊の活動

を無事に果たすことができました。参加してくれたみなさん、おつかれさま。ありがとうございました。  

昨年に引き続き、ゴミステーションを１２カ所設置し管理しました。おそうじ隊参加者は2日間で１５０人を超える人数

となり、周辺の投棄ゴミも例年以上に収集できました。 

年来のことですが、土曜日の参加者が少なくて、メンバー配置など、やり繰りに苦慮しました。その中でも広島市観光政

策課や中電、デンソー、山根ウッディリフォーム、プロミスなど、スケジュールを調整して土曜日に参加してくれた団体が

あり、大いに助かりました。 しかしながら、イベント継続にはボランティアの安定した確保が欠かせません。今後の課題

です。 

２９日、袋町公園の花壇に、“ポーチュラカ” とインパチェンスを３５０株植え込みました。 いつものように、ソー

シャルガーデナー倶楽部のみなさんのサポートをいただきました。ありがとうございました。 当日、読売新聞の取材 を

受けて６月４日の紙面にセトラの活動として掲載されました。                      （本山） 

 
５月に行った活動 
● 袋町公園美化・定期活動➡➡ゴミ収集と除草を４回行いました。また、花壇にポーチュラカと 

インパチェンス 計３５０個を植えました。 

● 道の里親制度・➡➡➡➡➡➡袋町公園周辺市道の清掃活動を４回行いました。 

● 並木通り美化活動➡➡➡  

     

◎６月、７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                              

６月→→５日、１２日、１９日、２６日 

７月→→３日、１０日、１７日、２４日、３１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◇ 


