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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 遅ればせながら新年のお慶びを申し上げます。今年もセトラひろしまをお引き立て下さいますようお願い申し上げます。 
さぁ今年は被爆７０周年。広島では様々な催しが企画されるでしょう．．．と思っているのですが、今のところあまり大きな
イベントの話しは聞こえてきません。商店街が運営しセトラも関わっている「８月６日とうろう流し」では、特別なアトラ
クションを考えています。そしてもう一つの重大事が４月に予定されている広島市長選挙と統一地方選挙でしょう。先日、
広島市が旧市民球場跡地の整備案を発表しましたね。これで市長選の争点がはっきりしたように思えます。商店街とセトラ
としては、跡地が文化芸術とイベント広場として活用されることを望んでいますが、果たして市民がどう判断するか、広島
市の重要な分岐点になりそうです。 
 文化芸術と言えば、中心部でも新しい動きがあります。昨年末のパルコさんが仕掛けた「広島ファッションウィーク」も
盛り上がりを見せ、今年も新たな形で開催予定。また、老舗・福屋さんも八丁堀本店の屋上の活用策として「屋上アートプ
ロジェクト」を立ち上げられました。セトラにもお声掛けがあり、微力ながらコラボしたいと考えています。他にも駅ウラ
の「東照宮」では「通り御祭礼（とおりごさいれい）」が、１７年ぶりに開催予定。しかも古式床しい御輿行列が復活するの
は、なんと２００年ぶりだそうです。また松川君のラジオ番組“AH! FUN RADIO”も中心部以外との繋がりを見せています。
このようなイベントが広島駅周辺も含めて連続的に、また有機的に連携して開催されれば、駅から八丁堀・紙屋町への回遊
性向上に繋がり、それが広島への集客の大きな力になりますし、被爆７０周年を迎えたヒロシマのメッセージにもなるでし
ょう。セトラもその一助になるように頑張りたいと思います。 
 また橋本理事のご尽力により、セトラのグリーンプロジェクトが「第１７回ユネスコ活動奨励賞」を戴くことになりまし
た。ありがたいことです。これも会員の皆さんの努力の賜物ですね。おめでとうございます。 
それでは今年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】グリーンプロジェクト NOW 
 └───────────────────────────────────────────────── 
◎グリ－ンプロジェクト 
 新しい年を迎えました。本年も宜しくお願い致します。 
アリスガーデンでは、忘・新年会シーズンもあと少しで終わりになります。年が明けて、花壇の視察に行ってみた所、予想
以上に荒れていないので、少し安心しました。しかしながら、冬の名物とでも言うべきなのか・・ 
昨年から悩まされている、猫の被害がまだあります。色々と工夫して、少しは緩和されたのですがまだ少し、不衛生な状況
は続いています。次の対策を練っている次第です。 
さて、今年の抱負、課題としましては、昨年起きた、土砂災害、3・11大地震などの自然災害を忘れることなく、樹木や草花
に向き合って行きたいと思います。 
                                          報告：（オザキ マサヒロ） 
■アリス定期活動 
 1月15日（木） 雨天 

参加者   グリーンプロジェクト1人 
   作業内容  花の枯れ補植、清掃、猫の糞尿被害のある場所への薬品散布、フラワーコンテナの移動、枯れ枝の処分 
 
◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
 
 寒中お見舞い申し上げます。未だ寒気去りがたく、春をひたすら待ちわびる今日この頃です。もう、１月も半ば過ぎ、日々
の過ぎゆく速さに驚かされます。年々、気付く時期が早くなるような気がするのは、年のせいでしょうか？ インフルエン

セ ト ラ 通 信 
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ザが猛威をふるい、雨が降っても依然として終息しそうにない状況ですが、皆さん元気にお過ごしでしょうか？ 
 お陰さまで我が倶楽部も、寒いながらも天候に左右されることなく、元気で年初めの作業を終え、無事に２０１５年の活
動がスタート致しました。雨が降っても、植物に充分水が行き届いたかの判断がつきにくい天候で、ハンギングのシクラメ
ンの花など元気がなく心配しましたが、追肥と水やりで元気を取り戻したようです。去る１０月に１年生と植えた、小さな
苗だったビオラもすくすく育ち、たくさんの花を咲かせ、行きかう人々の目を楽しませてくれています。春はもうすぐ 
そこまで・・・と教えているようです。 
 サークル花壇の２種の濃淡のあるパンジーが咲き乱れ、色の組合せに新たな発見・喜びを感じ、活動を通して私たちも少
しずつ、成長しているんだと実感したところです。 
 喜ばしい事に、来る１月２４日にユネスコより私たちの地道な活動を評価していただき、「第１７回ユネスコ活動奨励賞」
を戴くことになりました。心新たにますます活動に弾みをつけ、積極的に楽しみ学ぶ活動の場になるよう目指して行きたい
と思います。 セトラの皆さんの心強いサポート、引き続き宜しくお願い致します。 
                                    （報告：ソーシャルガーデナー倶楽部） 
■活動報告 
 ☆１月１４日（水）   今年初めての定例作業  
             午前  焦げ鉢・ハンギングの追肥・草取り 
                 サークル花壇の花柄摘み・草取り 
             午後  新年会を兼ねた食事会 
    ２４日（土）   第１７回ユネスコ活動奨励賞 社会部門 表彰状授与  
                  （於：広島市文化交流会館） 
 
■活動予定 
 ☆２月１８日（水）   定例作業 
 

━━* 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】地域環境プロジェクト NOW 
 └─────────────────────────────────────────────── 
 玄関の正月飾りの稲穂はスズメたちの格好のエサとなり、新年を迎える前に消滅しました。足元にはもみ殻がいっぱ
い散乱。そういえばスズメにしばらくお目にかかってなかったな。 全国的にスズメの減少が言われていますが、我が
家には一年ぶりに戻ってくれたようです。気まぐれにエサ台にお米を置くときれいに平らげてくれます。また、食卓の
前のキンカンの木にはメジロが頻繁に訪れ、窓越し２ｍの近距離で彼らの食事の様子がつぶさに観察できます。時折、
ヒヨドリに追い払われながら、すぐに戻ってきてミカンをつついています。ボーっと見て飽きることがありません。自
宅で横着なバードウォッチングを楽しめるのも、この時期ならではのささやかな楽しみです。餌用のみかんやりんごな
どは欠かせません。人間様もいただきますが・・・。  因みに私は「日本野鳥の会」の会員です。（長年会費を払っ
ているだけですが）会長は俳優の柳生博さんで２００３年に就任して以来、精力的に活動されています。数年前に広島
支部総会で講演してくれたことがありますが、「八丁堀シャンテ」の会場は大勢の人々であふれました。 今は解体さ
れて跡地にマンション建築中です。 
 袋町公園の美が活動を８日（木）からスタートしました。５００回に向けて頑張ります。今年もよろしくお願いしま
す。                                              （本山） 
 
１２月に行った活動 
● 袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒ ２５日の１回のみ、ゴミ収集を行いました。 ★雨の為３回中止しました。 
● 道の里親制度 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 袋町公園周辺市道の清掃活動を１回行いました。 
● 並木通り美化活動  
     
◎１月、２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                            

１月→→８日、１５日、２２日、２９日 
２月→→５日、１２日、１９日、２６日 
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┏┓ 
┗■ 【３】アリスガーデンパフォーマンス広場AH! NOW 
 └──────────────────────────────────────────────── 

 
街の『感性力』アップ・・“まちカル” （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。 

アリスガーデンといえばこのイベント、息長く続いてなんと11 年目に突入、AH! （アー）の愛称で親しまれています。音楽、ダ

ンス、アート、etc.…毎回、多様で注目のアクションを番組仕立で発信し、観客のみなさんと一緒に盛り上がります。広島の“ま

ちカル” （街文化）の今に触れることができる白熱広場…広島のど真ん中から情熱を発信し続けます。 

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

1２.8イベントAH!レポート 

例年より寒さを感じた広島アリスガーデン。まずは、そんな寒さも吹き飛ばす 
チャーリーダンススタジオのみなさんのステージから。エネルギーをもらえるパフォーマンスです！ 

   

続いて、ファーストチャンス優勝者である秋山健二さんのライブ。力強い歌声。そして、急遽、アリスカフェからの刺客が！
ファーストチャンス番外編です。 
 
14:00からは、世界エイズデー『レッドリボンキャンペーン inひろしま』のステージ。様々なステージとともに、エイズに関する知
識を学ぶ時間です。 
 

   

snowdropのみなさん           オカリナの演奏   アンサンブルチアロのみなさん 
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急遽命名？ 「メイプルトリオ」？のみなさん 
メープルカイザーさんも登場！児童虐待防止を訴えるオレンジリボンとレッドリボンキャンペーンのコラボです。  
そしてブンカッキーも一緒に勉強タイム！ブンカッキーのタクトで頭を叩いてもらうと、幸せになれる？ かも。 
盛りだくさんな時間でした。 
 
『レッドリボンキャンペーンinひろしま』のステージの後は、ライブペインティング。 
まずは手紙家くまさん。思いのこもった文字。そして、文字が次々と重ねられていきました。 

  

続いて YUICHI さん。次々と移り変わっていく、巨大なキャンバス――真剣な思いをこめて。ぜひ、実際に見て、感じ取っ
てみてください。 

  
 
IDOL-ROOMには、ひろしまMAPLE☆Sアンダーのみなさんが登場。我らがMC TOMOTによる驚きの！？ クイズもありました。
後半は雪ちらつく中でのパフォーマンス！寒気も吹き飛ばす熱気がアリスガーデンを満たしました。 
 
 

  

 
ビートボックスショーケースは、TOORU さんのパフォーマンス！（下左）口から次々と生み出されるサウンド。怒涛のパフ
ォーマンスは、観客を釘付けにしました。 
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この日最後は、Hiroshima Club Scene。DDTの三人（DRIBBLAさん、DANDIMITEさん、TAKKINALDさん）が登場。 
TOORUさんとのコラボもありました。観客との掛け合いもとても魅力的なライブ！ 
今回は、海外からの観光客の方に、「おっこん」の曲で、広島のソウルフードお好み焼きをアピールする一幕も！ 
こちらも、熱気に満ちたステージでした。 
 
ブースでは、エイズデー啓発ブースが展開。この日は、近くのユノ川クリニックで臨時のHIV検査も実施されました。 

   

さらに、美人時計さんのブースも。撮影も行われました。チャーリーダンススタジオのダンサーさんも。(上中) 
寒い中でもダンスステージの時の衣装のまま。ダンサー魂を感じます。飲食では、カメレオンさんが出店。美味しいナン、
トルティーヤ。寒い時期でも冷たいものもあります。新発売のフローズンバナナトルティーヤ。もちろん温かい飲み物もあ
ります。 

  

そして、手紙家くまさんによる「あなたを見て手紙を書きます」。くまさんが手紙を書いてくださいます。 
くまさんの手紙は、2015年、Honda Cars 広島さんのカレンダーになっています！ 
 
さて、次回のAH! は2月、旧日銀広島支店で開催します！本拠地アリスガーデンでの開催は3月から始まります。 
2015年も、AH! をよろしくお願いします！ 

（文章：近藤倫生） 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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好評です！AH! ＲＣＣラジオ番組でオンエア！ 

“AH! FUN RADIO” 
月曜日 夜 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 

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 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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/ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

次回のAH!   室内AH! AH!が旧日銀にやってくる！ 

2015/2.14 (土) 広島の重要文化財、被爆建物の中で行われるAH! 

「AH!2015ドリームセッション」 13：00～16：00 

フリージャンル今もっとも↑↑↑なアーテイストが一堂に集結し夢の競演を果たす♪ 

広島の風を掴みたいならココを抑えときましょ‼ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【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 
こども未来企画課 TEL 504-2813 FAX 504-2255 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2014.11月活動レポート 

 
【１１月２日(日)レポート】 
ひろばの日程を９日から２日の本日に変更したこともあり、また前日からの雨予報が影響してか参加人数は３０人に
とどまった。いつもは８０人前後という人数の中にいる常連の子たちは、今日は伸び伸びと自分たちの遊びの空間を繰
り広げていた。大人がひろばに多い日は、常連の子たちは大人の目をくぐりぬけるように、自由な場所を求めて移動し
て遊んでいる。放課後、こどもたちが求めているのはそのような場所なのだと感じた。 
今日初めて来た２歳児の母は、自転車の後ろに乗せて宇品からきたと言う。せっかくここまで来たのだから、葉っぱ
やひろばにある道具で遊ばせたい母と、乗ってきた自転車やおいてある男の子の自転車に大変興味をもってペダルをく
るくると回し続ける男の子。自転車の持ち主の男の子(テル)に、「テルの自転車に乗りたいらしいよ。」と伝えると、
テルは喜んで男の子を抱きかかえて、自分の自転車に跨がせてやった。男のはすごく喜んだ。母もその姿を見て、「あ
りがとう。」ととても喜んだ。ひろばの緩やかな関わりがそこにあった。しばらく自転車で遊んだあとは、そこらじゅ
うを興味津々に歩き回っていた。昼前に帰っていった。「今度はお弁当をもってきてね。」と言うと、母も笑顔で「ま
た来ます。」とこたえてくれた。 
いろんな人が集う自遊ひろば。小さい子も大きい子も自然とかかわりが生まれてくる。よその子や、よその親との関
わりも生まれてくる。お互いによそ様だからこそ気づけることもある。ひろばのゆったりとした雰囲気のなかで、こど
もも大人も気持ちの良い関わりができるような場でありたい。 
次回のアニバの話もした。親もこどもも協力的にかつ、楽しんでいた。次回の４周年アニバに向けてみんなでつくる
雰囲気がとても楽しいひろばだった。 
 
【１１月２２日(土)「もとまち自遊ひろば☆4周年アニバーサリー」レポート】 
アニバ初日。落ち葉でいっぱいのひろばは光が差して美しい。                             
本日、自遊劇場を泥んこ場の隅に木を利用して、円筒劇場のように仕立てることに。よしさんが中心となって進めて
いく。それに伴い、大人カフェを普段の受付横のベンチ前から劇場が見渡せるようにと芝生の丘へと移動させた。こど
もたちが遊ぶひろばの様子も見渡せた。気持ちの良い気候に芝生の上でシートを広げて寝転がったり、親同士おしゃべ
りを楽しんだりと、大人カフェの周りに大人が自然と集まり和やかないい雰囲気ができていた。また遠くからも芝生の
大人カフェのパラソルが目印になっていた様子。夏場は日影がないので、難しいが気候やその時の天気等に合わせて臨
機応変に「ひろば」をつくっていきたい。さらに、ベンチ前があいたのでいつもの公園のベンチとして通りすがりやお
散歩中のおじいちゃんおばあちゃんが座ったりしていた。いろんな人の交流が生まれるように、もともとの公園のよさ
を活かしたひろばでありたい。落ち葉にまみれて気持ちよさそうに遊ぶこどもたちの姿が印象的だった。 
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【１１月２３日(日)「もとまち自遊ひろば☆4周年アニバーサリー」レポート】 
アニバ2日目。本日も秋晴れ。３連休の中日ということもあり、参加者は午前中ですでに150人越え。その後ものび、
200人以上にのぼった。新規参加者の多いこと。いつもなら心配される親の過剰な関わりも、今日は自遊劇場開演とい
うこともあり、大人カフェを置いた芝生のなだらかな丘で、シートを広げて劇場観覧に楽しんでいた様子。こどもたち
は、ギターやウクレレからなじみの音楽が聞こえるとのりのりで体を動かし一緒に盛り上がっていた。ジャグリングも
体験させてもらった。高校生のジャグリン部ということで、今後もたまに遊びに来てもらいたいものだ。 常連の子た
ちも密かに家で練習していたというお笑いネタを披露し、大いに盛り上げてくれた。「みんなで創る自遊ひろば」の雰
囲気がじわじわと広がってきている。    
写真パネルの展示も大人だけでなく、こどもも興味深そうにみていた。パンフレットにはまだならないが「自遊ひろ
ばとは」をつづった物も今回は配布した。地域への普及をはかるためにもアニバーサリーでは、自遊ひろばの趣旨が少
しでも伝わっていくように、今後も発信の仕方を工夫していきたい。アニバで協力してくれた見守り隊の親御さんたち
に感謝！！                                                     
         
１，ひろば活動 
・１１月２日(日) 曇：参加者 30名（R 26名･新 4名/リピート率 87%）、ゆうえん隊 8名 
遊会（アニバーサリーについて、内容等を話し合う） 

・１１月２２日(土) 晴れ：参加者 126名（R 42名･新 84名/リピート率 33%）、ゆうえん隊 7名 
     「もとまち自遊ひろば☆4周年アニバーサリー」初日 
   自遊劇場づくり、秋の素材で工作、バームクーヘン作り、焼き物など 
・１１月２３日(日) 晴れ：参加者205名（R 103名･新 102名/リピート率 50%）、ゆうえん隊 12名 
    「もとまち自遊ひろば☆4周年アニバーサリー」２日目 
   自遊劇場開演（ジャグレンジャー/広島学院ジャグリング部、ウクレレ/弾き語りコウダ夫妻、 

ギター弾語り/中山たいぞうさん、笛/石丸さん、お笑いネタ/森本兄弟 など出演）  
  ☆学生ボランティア:2名(→1名ゆうえん隊加入) 
 
２，個人協賛金・寄付品について 
・２日(日)：５２０円／木端、焼く食材 
・２２日(土),２３日(日)：１０，４２１円／石焼き芋機、ビニルハウス、砂利、大道具、焼く食材 
その他、飲食料品を提供いただく。    
 
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 
・ひろば活動の準備（備品購入・整理、アンケート、日誌、名簿、報告等） 
・学生ボランティアの調整、連絡 
・広報、諸連絡等  
 ・メルマガ第36号発刊(11/3) 
 
【ひろばの様子】 

   

素敵なおうちに飾り付け❤         木工場        只今バームクーヘン育成中 
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  瞬間空中ブランコ?!   葉っぱのシャワー!!   物思いにふける少年よ   ロープをつたって 

    

自遊劇場開演♪          観覧自遊♪       美味しい?!煙たち登る自遊ひろば 
 

 （報告：ゆうえん隊 六百田） 
【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 

２/８（日）・２２（日）  ３/８（日）・２２（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 NOW 
 └──────────────────────────────────────────── 
 

ひろしま街文化展♯2 「ひろしまマチカルプレビュー2015」 
 

2014年広島市中央部エリアで展開した街文化活動を振り返り、 

広島から明日の文化スタイルを展望する。 

Hiroshima EX-site ひろしま街文化展♯2 「ひろしまマチカルプレビュー2015」 
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■開催日：2015年 2/1４(土)～2/22(日) 10：00～17：00 
■場所：旧日本銀行 広島支店  1F ※広島市指定重要文化財 被爆建物 
■主催：NPO法人セトラひろしま    イベント主催:Cocoro-to   
■共催：広島文化会議準備会 
■協力：広島市中央部商店街振興組合連合会、ＮＰＯ法人アートプラットホームＧ・アリスガーデンパフォーマンス
広場事業実行委員会、大イノコ祭りを考える市民の会、cocoro-to他  
■コーディネート：ＮＰＯ法人ひろしまジン大学 
 
【2014街文化ドキュメント展示】1F ロビー 
2014年の街文化ドキュメント展示を通し、2015年の文化発信の展望を探る。  
◎画像展示： 

「大イノコ祭り（2014年）」、アリスガーデンパフォーマンス広場AH!（2014年）、インディケット2014 他 
 

◎映像展示：「大イノコ祭り（2014年）」  
 
【街文化体験展示】 

【イベント企画】 

① 2/14(土) 「Love×Towncultureバレンタインイベント」 13：00～16：00（予定） 
広島で愛を発見し、育みたいなら「街文化」を知れい‼ カップルと、カップルになりたい人達との 
豪華景品を懸けた「大○×クイズ」開催♪ なんと、USJペアチケットや豪華ホテルペア宿泊券 
豪華ディナー券等々が当たる～！！！！！（予定） その他（カップル診断、体験ブース等盛りだくさん 
 
② 2/21(土) 「AH!2015ドリームセッション」 13：00～16：00（予定） 
フリージャンル今もっとも↑↑↑なアーテイストが一堂に集結し夢の競演を果たす♪ 
広島の風を掴みたいならココを抑えときましょ‼ 
又はココロト松川080-3400-2724まで 
 

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

 
 

───────────────────────────────────────────────────── 
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！！  

 

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 

夜街芸術“ナイタート” 
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夜の街と人とをアートでつなぎ、にぎやかにしようという果敢な挑戦です。年間を通じた作品展示だけでなく、夜の街の知られ

ざる情報も取り入れたアートフリーマガジンの発行や、ギャラリートークを兼ねた交流会などを通し、広島でアクションを起こし

ている注目のアーティストや団体を紹介しています。 

 
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。 
 

第３期展示の内容は・・・・「基町フェニックスアートプロジェクト」！  

平成25年７月に広島市が地元住民と連携しながら策定した「基町住宅地区活性化計画」に掲げている「基町アートロード、アー

トによる魅力づくり」を、広島市立大学芸術学部と中区役所が連携して、平成26度から取り組んでいる。この取組は、創造的な文

化芸術活動や地域交流を通じて、まちの魅力づくりや、基町住宅地区の活性化を目的とするもの。 今回の展示は、この活動のこ

とを紹介しています。 

 

  

流川「新地ギャラリー」① 

  
流川「新地ギャラリー」③        流川「新地ギャラリー」② 
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フリーペーパー好評配布中！ 
 

 

今月の「セトラ通信」は以上です。 
 

 

 
 

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 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◇ 


