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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
８月２０日の豪雨土砂災害から１ヶ月が過ぎました。引き続き被災者の皆さまにはお見舞い申し上げます。まだまだ復旧
にはほど遠い状態ですが、ボランティアの方たちの報道を見ていると、日本っていい国だなぁと思ってしまいます。セトラ
ひろしまでは具体的なボランティアは出来ませんが、広島市の了承を得て今月のＡＨ！から義援金募集を始めました。１０
月の「インディケット」
、１１月の「大イノコ祭り」でも募集する予定です。ご協力の程よろしくお願いします。
「大イノコ祭り」でも祭り自体の募金募集を始めました。祭り本体は国からの「にぎわい補助金」を利用していますが、
補助対象にならない経費は協賛金や募金で賄わなくてはなりません。そこで新しい試みとして「クラウドファンディング」
を開始しました。これはネット上で企画を公表し、それに賛同した方から募金をクレジットカードで支払ってもらう仕組み
で、今年から広島でも開始されました。募金された方には金額によって各種の「お返し」も差し上げます。１０００円から
可能なので是非ご協力をお願いします。https://faavo.jp/hiroshima/project/338
ＮＰＯ法人セトラひろしまは、今月が年度末、１０月から新年度です。通常総会と懇親会を下記の要領にて開催しますの
でご参加をお願いいたします。会員以外の方も是非とも懇親会にお越し下さい。豪華景品付きビンゴ大会もありますよ！
■日時：平成２６年１０月２２日(水) 総会:１８時 懇親会:１９時
それでは今月もセトラ通信をご覧下さい。

■場所：エンジェルパルテ（中区袋町 7-25）
（NPO 法人セトラひろしま 理事長 若狭 利康）
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┏┓
┗■ 【１】グリーンプロジェクト NOW
└─────────────────────────────────────────────────
◎グリ−ンプロジェクト
8 月に被災された方の気持ちを思いますと、やり切れない気持ちです。以前も書いたと思うのですが、私自身 15 年前の 6・
29 土砂災害の被害者の一人です。最近、
「ボランティア活動に行って来ました。
」
・・と言う話をよく耳にします。
素晴らしいことだと思います。 しかしながら、自分の身を犠牲にしてまで、活動するのはあまり良くないと思います。原
則、ゆとりと体力のある人で、無理のない程度の作業をすることが望ましい気がします。
・・そして様々な事情があり、行き
たくても手伝いに行けない方が（罪悪感）にとらわれないことを願ってます。
「現地に行けなくても、外でサポート出来るこ
とは沢山あると思います」 そして、災害の傷は短期間で癒えることはないと思います。忘れないことが大事だと、私は考
えています。
グリーンプロジェクトと少し離れてしまいました。このまま秋雨前線がおとなしく過ぎることを、願いながら通常通り、
春に向けての花を植えたいと思っています。
報告：
（オザキ マサヒロ）
■定期活動報告（アリスガーデン）
☆９月１８日
作業内容
駐輪場の横、アリス構内、清掃・散水・剪定
参加者
マツバラ マキノ オザキ

◎ソ−シャルガーデナー倶楽部
虫の音が響き渡り、しみじみ清秋の風情が感じられる頃となりました。皆さん、お元気にお過ごしでしょうか？思いっき
り夏の日差しを浴びて外で遊べなかった子ども達にとって、秋の運動会の練習はとてもきついのではないかと気になります。
ＣＳ進出決定間近のカープの猛ダッシュに少し疲れが出てきたのでしょうか。カープ女子を楽しみに球場へ！！なんとなん
と！玉手箱が開けられてしまったのか、カープおばさんばかり・・・夏休み限定の風物詩だったのでしょうか？？？
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「広島土砂災害」での最後の犠牲者が見つかったとの速報で「あ〜良かった」と胸のつかえがやっと取れました。さあ、
立ち上がって広島再建へ新たな１歩を踏み出そう！！と手を携えてネットワークが拡がることを願いつつも、私は何をした
ら良いのだろうかと思いながら日々が過ぎていくもどかしさをひしひし感じております。
災害のあった朝、ニュースを聞きながら、太田川で水上スキーを指導する船が何度も目の前を行きかう情景に、憤りを感
じながら今回の災害で死・家族・煩悩などなど自問自答しながらいろいろ学んだ気がします。犠牲になった尊い命が教えて
くれたことを無駄にすることなく、日々過ごさなければと改めて身が引き締まる思いがします。
最後になりましたが、ご報告します！！
公益信託サニクリーン広島環境美化基金より、平成２５年度の活動に対して表彰状をいただきました。これを励みにますま
す楽しくいきいきと活動したいと思います。応援宜しくお願いします。
（報告：ソーシャルガーデナー倶楽部）
■活動報告
☆ ９月１０日
プラザ周辺 焦げ鉢の手入れと美化活動・サークル花壇の手入れ
☆ ９月１６日
花と緑の広島づくりネットワーク栽培講習会（第１回） 希望者のみ
☆ ９月１８日
フェスタ２０１４実行委員会内容報告並びに参加についての事前打ち合わせ
■活動予定
☆ ９月２４日
ビオラのポットあげ
☆１０月１０日
定例活動日
☆１０月１６日
花とみどりの広島づくりネットワーク栽培講習会（第２回）
☆１０月２１日
フェスタ２０１４第２回実行委員会
━━* 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！ ８月

８.１７イベント AH!レポート
この日，午前中は雲に覆われていた空。雨も心配されましたが，午後に入り，青空に！一転して夏の日差しが照りつける中，
8 月の AH!がスタートしました。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！今年 35 周年を迎えたチャーリー
ダンススタジオ。8 月 3 日には，上野学園ホールで記念公演も行われました。笑顔のステージ！ これからもその魅力的なダ
ンスから目が話せません。
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続いてアリスファーストチャンス。

BIG☆WA！さん、愛和（MANATO）さん，そして秋山健二さんの 3 組が登場。これまでの経験を力に変えて，秋山健二さんが
優勝しました！
そして，ライブペインティング。まずは，手紙家くまさん。
力強く，真剣に，筆を運ぶ姿――書き上げられていく文字。実感の籠った，息づかいの聞こえてくる文字が，姿を表しまし
た。

つづいて YUICHI さん。今回は，太鼓打ち雷男さんとのコラボ！
太鼓打ち雷男さんは，県内外で精力的に，和太鼓の演奏をされています。迫力の演奏！YUICHI さん，太鼓の音を背にキャン
バスに。シンクロするライブペインティングと太鼓の音――躍動するスペシャルなステージでした！！

Beatbox バトル，今回も激しい戦い。観客に訴えかけるエンタテインメント性も，勝利をつかむポイント。栄冠を手にした
のは TOORU さん！やはり，強いです！！
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そして，ヒロシマクラブシーン。この日は，Dandimite さんとたなけんさんが登場！ソロ，そしてコラボ。同じ学校でたなけ
んさんが先輩，Dandimite さんが後輩だったとのこと。それについて，それほど親しくなかったと会場の笑いを誘う場面も
ありましたが，息ピッタリ！！熱いライブでした！

続いて，IDOL-ROOM。
ひろしま MAPLE☆S のアンダーのみなさんが登場しました！夏の青空のもと，爽やかなステージ。

そのひたむきな姿を出演前の選抜メンバーが熱心に見守る場面も見られました。そして，ひろしま MAPLE☆S プレミアム公
演。
選抜メンバーが登場します。
激しく照りつける夏の太陽に負けない堂々のステージ！！12月27日には，
広島CLUB QUATTRO
でファーストワンマンライブ BRIGHT!! の開催も決定しました！ますます飛躍するひろしま MAPLE☆S です。
Dance Dance Dance バトルは，今回も 10 組が登場。
年齢も経験も様々なダンサーたちが対戦します。こちらもやはり，観客を惹きつける魅せるパフォーマンスもポイントです。
激しいバトルが繰り広げられます。

そして，ベスト 4 が出揃ったところで，こちらもこのコーナーの魅力。ジャッジのダンサーによるダンス。
Nabe さん。Hero さん。
まさにまばたき厳禁のダンス，片時も目が話せません。そして，バトルももちろん片時も目が離せない展開。

優勝に輝いたのは――スーパーノバ！強力なチームです！！
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この日，最後は，広島青年会議所さんによる『情熱発信２０１４ 〜みんなでつなごう！広島の輝く情熱！〜』の
表彰式が行われました。

地域の為に情熱を持って活動しているひとに注目し，その活動を顕彰，発信していこうというものです。
アリスガーデンでは，会場で特別賞の投票も行われました。
そして、引き続き、ブースも盛りだくさん！美月屋さん。鯉焼きに、まるごとスライス！

カメレオンさん。ナン、トルティーヤ。藤田商店さん。猪肉ウィンナー、みたらし団子。
飲食マジ宣言！ です。
(文章:近藤倫生)

【９月の AH! イベント・データ】
平成 26 年 9 月 13 日 （土） 天候：晴れ
来場者数：6,300 人
●ステージ
ＭＣ：TomoT
12:00〜 チャーリーダンススタジオ
12:30〜 アリスファーストチャンス
ルイノア、麓 俊貴（ふもととしたか）
、オオイシカズヤ、城谷るり ＊ベストチャンス賞：ルイノア
13:30〜 BeatBox スペシャルバトル
15:35〜 大書パフォーマンス：くま、ライブペインティング ：YUICHI
16:05〜 IDOL-ROOM
16:20〜 ひろしま MAPLE★S スペシャルライブ！
16:55〜 “Dance Dance Dance”バトル
18:05〜 Hiroshima Club Scene
DRIBBLA DANDIMITE TAKKINAL-D
■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 （カメレオン、藤田商店）
★夜街芸術ナイタートブース

９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)

10 月より移行 20 時半〜 是非ご視聴ください！
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MC TOMOT（トモティ）
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!今後の予定！
10 月 11 日(土)- 12 日(日 ) インディケット 2014 /11 月 8 日（土）-９日（日）大イノコ祭り応援スペシャル！
11 月 20 日（木）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

AH!今期下半期ガイドブック発行！

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

次回の AH!は ・・・10 月 11 日(土)- 12 日(日 ) インディケット 2014@ 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/
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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┏┓
【３】インディケットʻ14
エントリーアーティスト決定！
┗■ └────────────────────────────────────────────
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

ジャンルを超えた自主表現系アーティストによるマーケット＆プロモーション・ステージ
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

音楽部門エントリー23 組 決定！
God Mountain Tree、植田章敬、東郷誠 、竹弦、橘髙優士、Astro Creature、原田侑子、辻啓太、Yarukist、naco、
おたぶ、Es-LinKs、モノトーンズ、SLOWLY BUT SURELY、うずら、Roots、李 翔雲、香音(kanon)、The SpadeStar、
DRIBBLA、オールスターズ、瑠璃、佐々木リョウ

パフォーマンス部門エントリー
Relish、BeatPoint、ハマー 、太一郎、男子寮・女子寮、コラアゲンはいごうまん
■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
………………………………………………………………………………………………………………………………
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）
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【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 ８月 活動レポート
（報告：ゆうえん隊 六百田）
１，ひろば活動
・８月１０日(日) 中止（台風11号接近のため）
・８月２３日(日) 晴時々曇：参加者 20名（R 10名･新 10名/リピート率 20%）、ゆうえん隊 5名
☆川掃除・川遊び「夏だ!川だ!河童と掃除だ!」
【２３日レポート】
20日、安佐北区、南区での土砂災害が発生し引き続き、局所的な雨などによる悪天候が続いていたため、ひろばの開催がで
きるか心配していたが、なんとか天気も晴れ開催することとなった。予報では夕方から急な天候の変化で崩れやすいとのこと
だったので、随時天気情報等に留意し、水の事故のないよう見守りをするよう努めた。
2回目の川周辺をメインエリアとしたひろば。20名といつもよりこどもの数は少なかったものの、久々の晴れ間に、「しっ
かりと体を動かして遊ばせてやりたくて。」と母親が話してくれた。今回は、こどもたちのペースに合わせて緩やかに遊びが
始まりその延長で川掃除となり、さらに遊具や大道具を一緒に作ったりして、川遊びが発展していった。自分たちで川遊びの
道具を作ることで、様々な工夫も見られ彼らの遊びが展開していった。一日中すっかり川掃除に没頭している子もいた。慣れ
てくると、より面白いことを求めて、次第に下流の方へ探検しにいく常連同志のこどもたちの姿もあり伸びやかに遊んでいた。
ゆうえん隊の人数は少なかったが、毎回の活動に協力的な親が受付や見守り、片付け等で力をかしてくれ、大いに助かった。
今後も、自遊ひろばに関わる親たちと、自遊ひろばのことをみんなで語り創り出していけるような雰囲気を育んでいきたい。
大人カフェの活用も検討したい。
２，個人協賛金・寄付品について
・２３日(日) １，０２０円
その他、飲食料品や物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
・データ打込み、アンケート集計 ・ＳＮＳの管理
・日常活動の準備（備品購入・整理、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
＜ひろばの様子＞

川遊び

イカダ兄弟♪
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岩の下に何かいる？！

ストローで吹き絵

川渡り

ダンボール三兄妹♪

【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
１０/５（日）
・２６（日）

１１/２（日）
・２２(土)・２３（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
┗■ └────────────────────────────────────────────
セトラひろしまが大イノコ祭りを支える市民の会と共に、不思議で楽しい祭りを応援します！

大イノコ祭り
1.5 トンの大石浮きます。
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88 本の竹の力によって空中に吊り上がる 1.5 トンの大石
大石をついて福を願う。
開催日：平成 26 年 11 月 8 日(土)・9 日(日) ※雨天決行
場 所：○メイン会場／袋町公園○周辺会場／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

【袋町公園メイン会場】
11 月 8 日(土) 前日祭
●「ライブステージ」 15:00〜20：00 （袋町公園）
YUICHI(ライブペインティング)・ひろしま MAPLE★S(アイドル)・佐々木リョウ（ギター弾き語り）
、李祥雲、他
11 月 9 日(日) 本 祭
●「大イノコ」
（おおいのこ） 15：00〜16:30
こどもたちが 88 本の竹の力をかりて 1.5 トンの大石を空中に吊り上げ、大石をついて福を願います。
＊祭り囃子：竹田文雄（広島横笛会）
●「祝 祭」
吊り上がった大石と竹に囲まれた空間を野外劇場とし、音楽・舞踊・アート・映像が融合したパフォーマンス・ファ
ンタジーを展開。
祝祭出演者：榊記彌栄（箏・十七絃）
・野村彰浩（ピアノ＆シンセ）
・福原 一閒（篠笛・能管）
・鼓谷 義之と広島民俗歌舞
団"おとまい"（舞・太鼓他）
・三浦元則（篳篥）
・中田千湖バレエシアター（コンテンポラリーダンス）
・國本文平（コンテ
ンポラリーダンス）
・・他
演出：よこたよしき
《両日》11 月 8 日(土)〜9 日(日)
●折り鶴のお焚き上げプロジェクト「はばたき」12：00 分〜翌 20：30 分
「大イノコ祭り」に連動し新しい形式の参加型セレモニーとして、世界中から広島に寄せられた沢山の折り鶴、希
望へ向けての「はばたき」をテーマとした折り鶴のお焚き上げを行います。
●《イノコを飲み喰い！グルメ屋台！！》 （両日）12:00 分〜20:00 分 （袋町公園）
うらぶくろ商店街振興組合 Presents「こだわりの逸品屋台」
【飲み物】ソフトドリンク、ビール、ハイボール、シードル【鉄板焼き】焼きそば【炭焼き】ソーセージ、牛タン【揚げ物 】
豚角煮、牛すじ煮込み、トン汁【麺類】細うどん
大イノコ祭りを支える市民の会グルメ屋台

【本通・金座街】
11 月 9 日(日)
●「亥の子巡行」10：00〜12:00（本通・金座街→袋町公園）
「こどもたちが本通・金座街など周辺商店街で「亥の子モチ」をついてまわります。＊主催：広島本通商店街振興組合
●「祭りパレード〜太鼓打ち雷男」13：30〜14:45 （本通→並木通り→袋町公園）

【並木通り会場】
《両日》11 月 8 日(土)〜9 日(日)
●「並木通りカルチャーマルシェ」 11：00〜16：00（並木通り）
＊主催：並木通り商店街振興組合 共催：大イノコ祭りを支える市民の会
11 月 9 日(日)
●「並木通り歩行者天国」
歩行者天国：12:00〜16:00 イベント時間：12:30〜15:30
ドッグショー、トリマーVS 美容師バトル、ヨサコイ、
「美人時計」モデルによるファッションショー、大学生ミスコン、コ
スプレショー、他
◎コスカレード（コスプレイベント団体）＠イノコ：

【アリスガーデン会場】
●「アリスガーデンパフォーマンス広場ＡＨ！大イノコ祭り応援スペシャル！」
11 月 8 日(土) 12:00〜15:00 分
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12:00〜Beat Box バトル/12:55〜IDOL-ROOM/13:30〜李祥雲/14:00〜瑠璃/14:30〜佐々木リョウ
11 月 9 日(日) 12:00〜17:30
12:00 〜チャーリーダンススタジオ/12:30〜Alice First Chance/14:00〜大書パフォーマンス「くま」/14:35〜森 恵/15:25
〜ＢＭＸ/15:55〜Hiroshima Club ScenE
◎広コン＠イノコ
＊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・大イノコ祭りを支える市民の会
＊参加アーティストの出演時間やプロフィール、また催し物の詳しい情報は、大イノコ祭り公式サイトをご覧ください！
HP http://inoko.webcrow.jp/
facebook https://www.facebook.com/ooinoko
………………………………………………………………………………………………………………………………………

セトラひろしまの新しい取り組み！！！
「夜の街の芸術を考える会」の事務局をしています！！
《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」が展開！

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され、今回、第二弾「横川
商店街劇場2013-2014/シェアアトリエ横川創荘」が開催されてます。
合わせてアートフリーペーパーの発行。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。
企画第二弾

「横川商店街劇場 2013-2014/シェアアトリエ横川創荘」
8 月 23 日〜11 月 3 日 ＠流川「新地ギャラリー」
2013.10.28-11.3 に横川商店街で行われた横川商店街劇場 2013「横川モンマルトル」の振り返りと、今年の 10.25-11.3 に
行われる「ニュー横川シネマパラダイス」の予告を、パネルなどで紹介。
アートで行う新しいまちづくりに注目！その他、主催の横川創荘メンバーの作品も展示しています。

＊ギャラリーの場所はこちらです！

アートフリーペーパー第二弾発行！
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
２１日（日）
、古田公民館の「このまちにくらしたいプロジェクト２０１４」のワークショップ「公園・あそび場づ
くりの関係者から話を聞き、公園に対する知識や現状と課題を学習する」で、広島市の緑政課とこども未来局の発表に
続き、
“もとまち自遊ぶひろば”の活動について発表しました。対象はプロジェクトメンバーの古田中学校生徒２５名
と「古田多世代寺子屋」の大人たちです。生徒たちは７月末に自遊ひろばに見学に来たことがあり、たくさんの質問を
いただきました。予定を３０分以上超過するほど熱が入り、しっかりした子どもたちに感じいりました。自分は中学生
時代、ぼーっとしてたな・・・。彼らのエネルギーを貰って、委縮気味の脳が、少し活性化したようにも思います。２
７日（日）の自遊ひろばには、７名がスタッフ＆遊びで参加予定です。賑やかになりそうですよ。
渡部総合法律事務所さんより、袋町公園の美化＆障害者就労支援活動に対して、２６年度分のご寄付をいただきまし
た。今回で７回目です。活動の継続がピンチの時からずっと支援してもらっています。感謝です。
（本山）
８月に行った活動
● 袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒ 雨で１回中止、ゴミ収集と除草を２回行いました。
● 道の里親制度
⇒⇒ 袋町公園周辺市道の清掃活動を２回行いました。
● 並木通り美化活動
⇒⇒ ロータリー花壇に水やり ２回
◎９月、１０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
９月→→４日、１１日、１８日、２５日
１０月→→２日、０９日、１６日、２３日、３０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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