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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
今月はＮＰＯ法人セトラひろしまの通常総会がありました。今年でセトラは１３才になろうとしています。中学生ですよ。
早いものですね。ここまで続けてこられましたのも、すべてこの通信を購読して頂いている皆さまのお陰だと思っておりま
す。ご協力に感謝いたします。これからもまだまだ子供のセトラにご支援・ご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。
新年度のセトラの目標は「世代交代」の促進と、
「変革」へ向けての模索です。まだ子供であるセトラとは裏腹に、理事の
高齢化が進んでおります。そんな中、新しいメンバーの加入も進みつつあります。これを一層加速して若返りを果たすのが
急務と言えます。そして、商店街も変革の時を迎えようとしております。老舗が減り、若い経営者が台頭すると商店街に対
する価値観も変わってきます。そろそろ従来の枠組みが通用しなくなりつつあります。これは今すぐに変わることではあり
ませんが、来るべき変化に備えて、セトラも形を変えなくてはならないかもしれません。その心と体の準備が必要です。そ
れはセトラだけで成し得ることではありません。是非、ご一緒に考えて頂きたいと思います。
また１１・１２日には１０回目を迎える「インディケット 2014」が開催されました。今回は近年のコンテスト色から原点
回帰して「マーケット」に力を入れる構成に変えると同時に、有力なアーティストの招聘も行い、今までにないクオリティ
の高い内容となりました。ＲＣＣさんとのコラボもより強固になりましたし、今後も広島インディーズのショーケースとし
ての役割を担っていけると確信した次第です。来年もよろしくお願いします。
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ʻ14
堂々開催！
【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 大イノコ祭り開催間近！
【６】地域環境プロジェクト NOW
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【１】グリーンプロジェクト NOW
└─────────────────────────────────────────────────
◎グリ−ンプロジェクト
アリスガーデンでは、夏から秋の花が終わり、春の花を植える準備をしています。ワンパターンではありますが、パンジ
ー、ビオラの出番です。公共花壇では、綺麗で強くて扱いやすい花達です。ありきたりかもしれませんが、少しだけアクセ
ントを加えると全く違った表情を見せてくれる花なので、宜しくお願いします。
・・さて話は変わりますが、１１月 8・9 日にはイノコ祭りがあります。使用する竹の調査に行って来たのですが、そこで見
た光景は、過疎化が進み、山の手入れをする人がいない、荒れた木々がありました。人工的な森林は間引き、下刈りをしな
いと、水が抜けなくなり、良い水が出ません。結果的に良いお酒が出来ません？（笑）
・・・少しでもイノコ祭りをきっかけ
に、自然に興味を持っていただければと願っています。
報告：
（オザキ マサヒロ）
■定期活動（アリスガーデン）
☆１０月１６日
３名で活動予定

◎ソ−シャルガーデナー倶楽部
木々の葉が鮮やかに色づき始め、目を楽しませてくれる頃となりましたが、２週続けて週末の台風接近には、自然には勝
てない無力さを感じるとともに、御嶽山やひろしま土砂災害現場には、
「どうか被害拡大しないで！！」と願いニュースや外
を眺める時間を過ごしました。 秋晴れの清々しいというより少し肌寒い日々を皆様いかがお過ごしでしょうか。
雨の多かった今夏、国産松茸が安く手に入るかも！というワクワクもこの台風で菌も期待も流され、見事に当て外れの秋
となってしまいましたが、皆さん、秋の味覚を充分堪能されておられますか？
来月１２日に実施します「袋町小学校児童との花育活動」のビオラの苗もすくすく育っております。メンバーが各自家庭
で大事に種まきから育て上げた「箱入り苗」です。今年はどんな色でプラザを色鮮やかに飾るかどうぞお楽しみに！！
（報告：ソーシャルガーデナー倶楽部）
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■活動報告
☆１０月 ８日（水）
☆
１０日（金）

定例活動 大型コンテナの植替え
花と緑のひろしまネットワーク講習会 vol.2

■活動予定
☆１１月１２日（水）
☆
１８日（火）

袋町小学校児童との花育活動
✿児童３１名
花と緑のひろしまネットワーク講習会 vol.3
━━* 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。
……………………………………………………………………………………………………………………………………

9.13 イベント AH!レポート
この日から AH!では、8 月の豪雨災害の義援金募集を、広島市の了承を得て始めました。引き続き、AH!では義援金募集をし
ていく予定です。義援金は赤十字社に寄付し、被災者のために使われます。何卒、ご協力よろしくお願いいたします。

ステージは、チャーリーダンススタジオのみなさんから。
キッズ、ティーンの元気なダンス、インストラクターを務めるダンサーの迫力のダンス！魅力満載のダンスステージ。
35 周年を迎えるチャーリーダンススタジオ、また新しい歴史を刻んでいきます！

Alice First Chance は、
オオイシカズヤさん・麓俊貴さん・城谷るりさん・ルイノアさん

それぞれに持ち味の違う多彩な挑戦者が集まりました。僅差で対決を制したのは、兄弟デュオのルイノアさんでした！
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ビートボックス special バトル
今回はスペシャルなバトル―― 全国の Beatboxer が広島アリスガーデンに集結しました！！バトルのジャッジは、EAT MIC
のお二人！！Beatboxer の火花散るバトル。一方が技で挑発すれば、もう一方も同じ技を繰り出しての挑発！

観客へのアピールもどんどん飛び出します。そして、Beatbox とヨーヨーのコラボによる Beat point のお二人のパフォーマ
ンス！道行く人も次第に釘付けに！
さらに、EAT MIC のお二人による圧巻のライブ！！

豪華な時間になりました！さて、バトルの行方は……Youbox さんの優勝です！

ライブペインティングは、
くまさんから。想いをこめた、一文字一文字――力強く、激しく、かと思えば、繊細に――

文字にこめられたメッセージ、見る人にも鮮やかな印象を残します。
つづいて YUICHI

さん。

この日 9 月 13 日は、1970 年開催の大阪万博の最終日だった日です。というわけで、こちら……日進月歩の世の中、そして
大切なこと――10 分間のストーリーがキャンバスに描かれます。
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IDOL-ROOM は、
前回につづき、ひろしま MAPLE☆S アンダーのみなさんが登場！（上・右）
初々しさとともに、エネルギーが感じられます！そして、ひろしま MAPLE☆S プレミアム公演へ

選抜メンバーが登場！今や全国規模で活躍するひろしま MAPLE☆S さん。12 月のワンマンライブ、さらに 5th Single のリ
リースも決定しています。これからも目が離せません！

“Dance Dance Dance”バトル、今回もまばたき厳禁！一瞬たりとも目の離せないバトルです！！
実力者も組み合わせによって、早々に消えることもあります。観客とジャッジの判定の合計で勝敗が決します。
お客さんの視点とプロの視点、双方からの判定が醍醐味とも言えます！
そして、ジャッジを務めるダンサーによるショーも、醍醐味！！ぜひぜひ、その目でお確かめください！（下・左）

さて、今回
の優勝は……D.S.T でした！！
この日の最後は、Hirsoshima

Club Scene。

DDT の三人（DANDIMITE さん、DRIBBLA さん、TAKKINALD さん）が登場！さらに REGGAE ダンサー MIKA さんのダンス、そして、
女性シンガー 樹-MIKI-さんも登場！
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盛りだくさんのスペシャルな時間、圧倒的な盛り上がりでした！！

この日のブースは、
藤田商店さん！さらにアリスカフェさん。猪肉ウインナー、みたらし団子にお菓子。魅惑のラインナップ！！

こちらも盛りだくさん！さらに、美人時計さんの撮影会も！
今回もたくさんのご来場ありがとうございました！次回 AH!は、大イノコ祭り応援スペシャルとして 11 月 8・9 日に行いま
す。
大イノコ祭りについては、公式サイトをご覧ください！
http://inoko.webcrow.jp/
たくさんのご来場をお待ちしております。
(文章:近藤倫生)

１０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 20：30〜20：55 (25 分)

20 時半〜 是非ご視聴ください！

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
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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！
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 ・・・11 月 8 日(土)- 9 日(日) 大イノコ祭り応援スペシャル
11 月 8 日(土) 12:00〜15:00
12:00〜Beat Box バトル / 12:55〜IDOL-ROOM / 13:30〜「サプライズアーティスト♪」 / 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 お問い合わせ：ウィーラブ広島プロジェクト 082-231-3203

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

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ʻ14
堂々開催！！
└────────────────────────────────────────────
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
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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

2014 年 10 月 11 日（土）
、- 12 日（日）
観客数：11 日(土)・晴れ 5000 人 12 日(日) 晴れのち曇りのち小雨 6000 人
会場：広島市中区アリスガーデン
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22 組
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、
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7 組
Relish、BeatPoint、太一郎、男子寮×女子寮、コラアゲンはいごうまん、手紙家『くま』、YUICHI（石原悠一）、マジシ
ャンｅｇｇ。

アート部門エントリー7 組
MIDORI NO TAMAGO（ポストカード、iPhone ケース、キーホルダー他）
、伊藤 仁美（しおり、シール、便箋などの文房具の
他、トートバックやポストカードなど）、maison john dóe（オリジナル・ジュエリー）、aimai（アクセサリー・キャンド
ル・写真など）、イラストレーター しゃっき （ポストカード、イラストグッズ、似顔絵など）、はんこ屋 Honono （彫
りはんこ）、ミエリ（T シャツ他）
音楽部門売上ナンバーワン賞：Yarukist
売上ナンバーツー賞：モノトーンズ ナンバースリー賞：佐々木リョウ
パフォーマンス部門ベストアピール賞：BeatPoint
アート部門売上ナンバーワン賞：maison john dóe
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RCC さんの収録準備風景

音楽部門・当日動画配信中！
http://www.rcc.net/indiket/141011.htm

REPORT は次号で！
………………………………………………………………………………………………………………………………
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。
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【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 ９月 活動レポート
（報告：ゆうえん隊 六百田）
【9月14日レポート】
秋晴れ。気持ちのいい天気。ケヤキの木陰でこどもも大人も気持ちよさそうに過ごす。
いつもくる常連の顔は少なかったが、その分それぞれの遊びが程よく調和していた。様々な遊びが見られ、展開していった。
新規の参加者が割と多く、幼児なのでひろばに親も多かったが、初期のころよりは、大人の声は小さくなっているように感じ
た。ひろばの周りで、見守っている慣れた親がそのような過干渉になる親の雰囲気を和らげてくれているようにも思う。たく
さんの人がゆるりと見守っているという雰囲気が、ひろばをつくっていっているように感じる。
用事で親が帰った常連の兄弟(小6，5)はこどもだけになるやいなや、服を脱いで海パン一丁になりなんとも開放的に、のび
のびと川遊びを楽しんでいたようだ。
お昼過ぎから試みた、こどもが遊ぶ傍らひろばでの遊会(遊び場会議)。今後も、親も巻き込んでみんなでつくるひろばとし
て月1回でも続けていきたい。
【9月28日レポート】
気持ちのいい天気、秋晴れ。以前、ひろばに見学＆遊びに来た中学生たちが本日9名ゆうえん隊として参加した。一通り朝
の準備を終えると、彼らはゆうえん隊として遊び心を解放していた。この日のひろばには、様々な年代の様々な遊びや、触れ
合いが見られた。こども同士はもちろん、大人も一緒になってこどもと共鳴しながら自然と遊びをつくりだす姿も見られるよ
うになってきた。いろんな人がいて、いろんな交流があって、それでいて自分のやりたいことができるという、自遊ひろばら
しいひろばになってきつつあるのを感じた。
「自分の地域に遊び場をつくってみたいと思うが、仕事と子育てをしている最中、なかなか一歩が踏み出せずとっかかりが
難しい。」という（廿日市から3世代で遊びに来た）母が話してくれた。同じような声は少ないながらも、確実に生まれてき
ている。まずは仲間づくりから。何か、ひろばの会としてもできることを考えサポートをしていきたい。本日ゆうえん隊とし
て来てくれた中学生たちも、地域の活性化を大人とともに考える活動の一環としての参加であった。このような地域のまちづ
くり、遊び場づくりの活動に対して、何ができるかを考えていきたい。
１，ひろば活動
・９月１４日(日) 晴れ：参加者 101名（R 60名･新 41名/リピート率 59%）、ゆうえん隊 8名
☆ボランティア：大学生1名・セトラインターンシップ1名、13時半〜遊会、ＴＳＳわんぱく大作戦ライター取材
・９月２８日(日) 晴時々曇：参加者 94名（R 47名･新 47名/リピート率 50%）、ゆうえん隊 15名
☆ボランティア：「まちプロ」古田中学生7名、大学生1名(次回より遊援隊加入)
２，個人協賛金・寄付品について
・１４日(日)：２，４００円
・２８日(日)：１，１５０円
・マジック・ポスターカラー（アマゾン寄付品サイトより）、絵具(白)
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
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・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
５，その他の活動
９月１２日(日) 古田公民館「このまちにすみたいプロジェクト」への参加(本山)
【ひろばの様子】

衝突?!スクープ!!

マシュマロの薫製?!

ダンボールで・・・

パイプと笛の協奏曲

午後のひろば〜ギターを囲んで語らう〜

【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
１０／２６（日）

１１/２（日）
・２２(土)・２３（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 いよいよ開催間近！
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。
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。
広島に伝わる亥の子祭り――「いのこ、いのこ、いのこもちついて、 繁盛せい、繁盛せい……」と子供たちが白い息を吐
きながら亥の子石をついて廻り巡るお祭り。
亥の子祭りは、88 本の竹の力によって空中に大石を吊り上げるイノコインスタレーションという装置の創造によって新しい
姿で生まれ変わりました。
「大イノコ祭り」は、亥の子祭りの精神を受け継ぎながらも、自然が持っている多様で神秘的な力とのしなやかな交流を、
今を生きる私たちにふさわしいスタイルで甦らせる、古くて新しいお祭りです。
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
祭りのシンボル
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●イノコインスタレーション"石動（いするぎ）"
《祭りの象徴となるコミュニティー・アートの制作》
袋町公園に、長さ 13ｍの孟宗竹 88 本を直径 20ｍの円周上に立てます。竹の先端に結びつけられたロープを中央に置かれた
1.5 トンの大石に引っ張り結ぶことによって、竹の張力が加わり、大石が空中に吊り上がります。そして吊り上がった大石
を「亥の子石」とみたてて「イノコ」を行います。（装置考案者：石丸勝三）

【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
お祭りの前日を盛大に祝う、枠、世代を超えたアーテイスト達のいつもと少し違うステージをご堪能ください。
（出演者）坂口直樹、YUICHI、佐々木リョウ、瑠璃、ひろしま MAPLE★S、他、 MC：TOMOT
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。大イノコは自然の
繋がりを表したモニュメントでもあります。
＊祭り囃子：竹田文雄（広島横笛会）
●「祝祭 Φ（ファイ）？」 18：00〜20：30
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・映像が融合した奉納のショーを展開。
Φ：空集合【英 empty set】をテーマに、三部構成で自然と人間の関係を描く物語。
祝祭出演者：榊記彌栄（箏・十七絃）
・OKOTO バント SYASYATEN（箏）
・福原 一閒（篠笛・能管）
・丸町年和（舞手）
・三浦元
則（篳篥）
・村上律（笙）
・国本文平（ダンス）
・船田奇芩（テルミン）
・中田千湖バレエシアター（ダンス）
・おきもとたい
ざん（映像）
・和奏楽人(わそうがくと)と彩+おとまい（口上・舞・篠笛・太鼓）
・shingu（スペースギター・ドラム・サン
プラー）
・野村彰浩（シンセサイザー）
演出：よこたよしき
《両日》11 月 8 日(土)〜9 日(日)
12：00〜翌 20：30
●参加型セレモニー〜折鶴のお焚き上げ『はばたき』
世界中から広島に寄せられた沢山の折鶴の羽を広げ、お焚き上げをします。大イノコのもとで、広島に集まった人々
の思いを、自然の循環に戻すものです。
●《イノコを飲み喰い！グルメ屋台！！》 12:00〜20:00
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【竹酒・特製釜焼きピザ】
【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・金座街で、
「亥の子石」を昔ながらについてまわります。
＊主催：広島本通商店街振興組合（TEL082-248-1518）
●「イノコお練り」13：30〜14:45 （本通→並木通り→袋町公園）
太鼓打ち雷男、広島工業大学【鼓遊会】
（こゆうかい）

【並木通り会場】
《両日》11 月 8 日(土)〜9 日(日)
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●「並木通りカルチャーマルシェ」
11：00〜17：00
☆出店内容
8 日・・・布小物・ｱｸｾｻﾘｰ・消しｺﾞﾑﾊﾝｺ・ｽﾃﾝﾄﾞｶﾞﾗｽ・陶器・ｵｰｶﾞﾆｯｸ雑貨・ﾊﾟｽﾃﾙｱｰﾄ体験・犬ふれあいコーナー
9 日・・・布小物・ｱｸｾｻﾘｰ・消しｺﾞﾑﾊﾝｺ・ｽﾃﾝﾄﾞｶﾞﾗｽ・陶器・似顔絵・ｼｭｼｭ作り体験・イラスト・犬ふれあいコーナー
手作り雑貨、アート作品、アート小物等 展示販売と手作り体験、他
＊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
メイン会場である袋町公園への「参道」としての役割を持つ並木通りを 2 スペースに分けてステージ展開します。
（ショースペース）
MC：TOMOT
美人時計モデルによるファッションシショー、HiroshimaCampusCollection 公開 3 次選考、
、コスプレアニソンショ
ー、他
（パフォーマンススペース）
フリースタイル×ファッションデザイン・コラボショー、BMX、大道芸、他
◎コスカレード（コスプレイベント団体）＠イノコ：
衣装を持参して、コスプレ・仮装で大イノコ祭りを盛り上げよう。
無料更衣室 袋町公園内集会所（男子は集会所前テント）更衣室利用時間 10:00〜18:00
コスカレードに関するお問い合わせ：inoko@cosquerade.jp

【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
12:00〜Beat Box バトル / 12:55〜IDOL-ROOM / 13:30〜「サプライズアーティスト♪」 / 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 お問い合わせ：ウィーラブ広島プロジェクト 082-231-3203
＊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（TEL082-545-7611）
＊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

■会場には駐車場・駐輪場の準備はございません。お近くの施設をご利用頂くか、公共交通機関でお越し頂くように
お願い申し上げます。
主 催：広島市中央部商店街振興組合連合会・大イノコ祭り実行委員会
共 催：広島本通商店街振興組合・並木通り商店街振興組合・うらぶくろ商店街振興組合
後 援：広島市・広島商工会議所・広島県商店街振興組合連合会・中国新聞社・NHK 広島放送局・中国放送・広島テレビ・
テレビ新広島・広島ホームテレビ・広島エフエム放送・ＦＭちゅーピー76.6MHz
協 力：袋町地区社会福祉協議会・袋町学区子供会・中町町内会・袋町 1 区町内会・袋町 2 区町内会・三川町町内会・新天
地西町内会・広島市立袋町小学校・日本焚火学会・広島横笛会・大イノコ祭りを支える市民の会
お問い合わせ：
大イノコ祭り実行委員会 TEL:082-245-1448
この催しは平成２５年度補正地域商店街活性化事業の助成事業として実施されます。
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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
└───────────────────────────────────────────────
ただ今、台風１９号が高知市沖を通過中、時折、強風が吹いています。今朝、袋町小学校で育てている“ビオラ苗”
を建物内に避難してきました。移動が終わった直後に雨が本降りとなり、本当にラッキー。 備えが空振りのなるとい
いのだけど・・・。
１１月の１年生と花の植え込みには、地元の社会福祉協議会のみなさんが参加してくれること
になりました。日常の美化活動が根付くきっかけになりそうです。
袋町公園も落ち葉が増えてきて、秋の訪れを実感させてくれます。今年の夏は雨が多くて夏の花“ポーチュラカ”は冴
えなかったけど、
“インパチェンス”が元気いっぱいに咲き誇っています。
“えべっさん“が近づいてきました。１１月２０日（土）です。 おそうじ隊参加者募集を始めました。みなさん、ご
協力お願いします。
（本山）
９月に行った活動
● 袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒活動は計３回、花壇の手入れやゴミの収集、清掃を行いました。
● 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
⇒⇒
◎１０月、１１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）
★日時＆場所：毎週木曜日 １０時 袋町公園集合

活動時間１０：００〜１１：００

１０月→→２日、０９日、１６日、２３日、３０日
１１月→→６日、１３日、２０日、２７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 ２８人 協力会員 ３０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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