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

 今年は７月のＡＨ！の当日に、すっきりと梅雨が明けました。どうやら今年も酷暑の夏になりそうです。体調にはお互い

気をつけましょうね。私のダイエット経過は、お昼をスムージーに変えて、体重が６１㎏を切りました。 

 アベノミクスの大盤振る舞い補助金が商店街向けに施行されまして、中振連傘下の商店街やセトラでも、その恩恵にあず

かっています。例えば、中振連ではセトラや並木通りと共催で「大イノコ祭り」の交付が決定しました。本通りではすでに

アーケードのＬＥＤ照明が新設されています（※皆さん、照明の色が刻々変わるの、知ってました？）。金座街では、カラー

舗装の更新を計画しています。中の棚と金座街では、東急ハンズ上にサロンシネマが移転して八丁堀３館体制になる序破急

さんと組んでイベントを計画中です。並木通りもＡＲを活用したイベントを計画中です。また中振連関連の「広島シティカ

ード協同組合」では、老朽化したクレジットカード決済端末の更新を考えています。それらすべての申込み締切が８月１４

日。すでに申請を終わっている事務局もありますが、それぞれ慌ただしく動いています。私も半分くらいに関わっているの

で、１４日までは気が抜けません。では、なぜ、この補助金に人気があるのかというと、補助率が高い（イベント系は１０

０％、ハードウェア系は２／３）のと、申込みのための要件がプロパーの補助金に比べて格段に敷居が低い点にあります。

これを逃すと、今後このようなユルい補助金が出来ることはないのでは？という、心理も働いているせいでしょう。ただ、

これを使いこなせる商店街は、ある程度体力のある所に限られます。果たして日本全体の商店街の救世主となるのかは、疑

問が残ります。特効薬にはなるかもしれませんが、根本的な治療薬にはならないでしょうね。しかし、ないよりはマシ！大

いに活用させて頂きます。ありがとう！安倍首相！  ※ただし私は「集団的自衛権の行使」には反対ですけど．．． 

 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） 
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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、今年も暑い夏を迎えようとしています。さて水遣りの準備です！！ 
先ずは散水箇所の点検、ホースのジョイント部分等の水漏れがないかを確認、劣化した部品の交換。（基本的にホース部品は

プラスチックなので破損しやすいです！）歩行者に水が掛からないようにする為には、とにかく注意と点検、確認が必要で

す。  ・・・あまり暑い夏にならず、そして、お盆休みの間に雨が降ってくれることを願ってイマス。 
            もうすぐ広島は8月を迎えようとしています。 

（報告：オザキ マサヒロ） 
 
 
◎ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
 
 憂うつな梅雨空が相変わらず続き、滅入りがちな気持ちになる日が続きます。皆様いかがお過ごしでしょうか？もう夏休

みですね。いろいろな計画にワクワクされていることと思います。 
 今、ハーブが注目され始め、いろいろな楽しみ方を実践しようと話題にのぼり始めたところに「脱法ハーブ」による事件

が毎日のようにニュースに取り上げられ、呼び方に腹立ちを感じます。化学化合物にもかかわらず、紛らわしい呼び方をは

やく変えて欲しいと願うばかりです。 夏の暑い一日の疲れをミントの葉（茎付き）を浮かべたお湯につかってスッキリし

てみてはいかがですか？ 
 我が倶楽部は、８月で丸１０年活動してきたという実績を得ます。細々と花好きが集まっての地味な活動がここまで続い

たのは皆さんの応援があってのことと感謝いたしております。来月のセトラ通信では、１１年目に突入し、新たな目標を披

露したいものです。 
 

セ ト ラ 通 信 
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■活動報告 
 ☆７月 ９日（水）  プラザ周辺の美化活動 
            樹木の剪定 
            １１年度に向けての話し合い 
 
 ☆７月１５日（火）  植物公園にて講習会参加（全３回 最終回） 
 
■活動予定 
 ☆７月３０日（水）  原爆の日を迎えるにあたり、プラザ周辺の美化活動 
 
 ☆８月２０日（水）  ソーシャルガーデナー倶楽部総会 
            袋町小学校児童との花育活動のための種まき 
 
 

━━* 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！ ６月  

6.14 出張AH! エールエール イベントレポート 
6月のAH!は、エールエールに出張して開催しました。トップバッターは、チャーリーダンススタジオのみなさん。
いつもにも増して華やかなステージです！ 

  
そして、ファーストチャンス。いつもは「アリス」ですが、今回はエールエールファーストチャンスです。 
挑戦者は、4組。 Overさん、めぐさん、オオイシカズヤさん、MASAKAZUさん 
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優勝経験者も揃う中、優勝を勝ち取ったのは……MASAKAZUさんでした！！ 
 
つづいて、ライブペインティング。まずは、手紙家くまさん！雪月花。雨、虹、日。「雨は悪役？ 晴れは正義？」 「二
人が肩を組んで見える虹がある」くまさんの大切なメッセージです。 
 

   

 
そしてYUICHIさん、季節、自然――その移ろい――こどもたちもそうしたことが感じ取れる中に―― 
大切なこと。考えていくべきことがあります。 

   
 
IDOL-ROOMは、AH!二度目の登場、snow dropさんから！お客さんの声援もステージそばに！ 熱いステージです。 

  
つづいてRe:√s(りる～つ)さん。会場が一体となる熱気です！ 
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そんな熱気をひきついで、ひろしまMAPLE☆Sプレミアム公演がスタート！会場のボルテージはさらに上がります。
4th Single「Boom! Boom! Miracle Emotion」もオリコンインディーズウィークリーランキング3位になるなど、ひ
きつづき絶好調です！！ 
 
 

  
そして、ステージはDance Dance Danceバトルへ――トーナメント制のため、一度でも敗れるとそれまで。僅差で

涙をのむチーム、勝ち上がるチーム……白熱のバトルが展開していきます！ 

    

四強が出そろったところで、ジャッジのお二人によるダンスショー。このコーナーのもう一つの魅力です！ 
Nabeさん。YU-JIさん。決勝は、スーパーノバ VSドープダクト。見事、優勝を果たしたのは……スーパーノバで
した！ 

     

つづいてもバトル。BeatBoxでの対決です！声によって生み出されるさまざまな音。こちらも一度負けたらそれまで
のトーナメント。厳しい戦いです。決勝はRyom2さんと優勝経験者Rikiyaさんの対決。Ryom2さんが、勝利をお
さめ、初の栄冠を手にしました！ 
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ヒロシマクラブシーンでは、広島のダンスサークルDANSPORTより、CHRIS UNIT、DANSPORT KIDSのダン
サーのみなさんが登場！キッズダンサーのレゲエダンスは、会場を笑顔と驚きで満たしました！！ 

    

さらに、満を持して、DRIBBLAさん、DANDIMITEさん、TAKKINALDさんが登場！見る人・聞く人にエネルギ
ーをあたえてくれます！！ 

  
そして、香取優希さんのステージ。エネルギーあふれる歌声が会場を包み込みます。聴く人をひきつけてやまない歌

声です。（_ 

    
トリは、香音さん！（上）エールエールイメージキャラクターでもある香音さんにとっては大切なホームでもありま

す。エールエールのイメージソング「Lucky girl」も披露。そして、TOMOTとのコラボも！さらに、バラードも―
―魅力満載のステージでした！ 
 
さて、エールエールでも、ブースがいろいろ！駄菓子だけでなく、なんと猪肉ウィンナーまで！！焼き菓子のブース！

暑い季節にぴったりのタピオカドリンクも！！そしてこの日は、「バリカツ」さんのブースも！ 
バリカツでは、「バリアがなくなると活動的に楽しくなる」、障がいのあるなしにかかわらず笑顔で活動的に―― 
そんな目標をもって活動されています！ 
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休日のエールエール。とても大勢の方に足を運んでいただきました！     (文章:近藤倫生) 

 
 

 

7月のAH! 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 

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

AH!の予定！ 
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８月１７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！ 
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【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 

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

【音楽部門 エントリー応募について】 

オールジャンル・・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4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》 

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。 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

☆エントリーアーティストは・・・ 

◎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 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

募集締め切り 9月16日（火） 

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 
 

エントリーアーティストの発表 9月22日（月） 
＊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。 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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!∞!～ 

  
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 ６月 活動レポート 

梅雨。ひろば開催の2日間とも前夜は雨でした。しかしゆうえん隊スタッフだけでなく、常連のこどもたち親たちの祈りが通

じたのか、特に22日は自遊基地で一時待機(ミーティング)後、11時から開催することができ、ひろばには常連のこどもたちが

いつも通りにやってきました。そして、水たまりでは泥んこ遊びが始まり・・・案の定、泥んこ合戦となり頭の先からつま先

まで誰だかわからないほどドロドロに。さらに泥試合となった末、ひと段落した彼らは、側にある川に浸かって遊び、いつの

間にか元通りのきれいな姿になっていました。普段とはまた違う雨の日の遊びを満喫していたこどもたちでした。しかし、汚

れることをためらう子もいます。特に親に「泥はだめよ。」と言われた子は、やりたくても(汚れることが)できずつまらなそ

うに早々と連れられて帰っていく子も。親の目を気にしなくてよい、こどもたちが思いっきり遊べる自遊ひろばでありたいと、

そして、そこに自遊ひろばだからこそできる親子支援の在り方とゆうえん隊の役割を感じました。今後の課題を再確認しまし

た。 

                             （報告：ゆうえん隊 六百田） 
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１，ひろば活動 

・６月８日(日) 曇：参加者 84名（R 60名･新 24名/リピート率 71%）、ゆうえん隊 7名 

・６月22日(日) 雨/曇：参加者 24名（R 19名･新 5名/リピート率 79%）、ゆうえん隊 6名 

 8時→雨のため・・・9時～:待機・ミーティング、10時～:開催決定発表・準備、11時～:受付開始 

          

２，個人協賛金・寄付品について 

・８日(日) ９２０円 

・22日(日) ５００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） 

・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 

・自遊ひろば実施状況報告書作成（6/15「冒険遊び場事業意見交換会」のため） 

・広報、諸連絡等 (六百田) 

 

 

 

   

6/15「冒険遊び場事業意見交換会」 

  

【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) 

7/27（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！ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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┏┓  【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！ 

 

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。 
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＊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！ 

 

 

 

 

 
┏┓ 
┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 
 └─────────────────────────────────────────────── 
 
 今月のレポートはお休みしますが、活動は平常通り行っております。            （本山） 
 
 
 
 
 
 
 

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◇ 


