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110号2015.02-03 

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

 先月は個人的に多忙を極めましてセトラ通信を発行することが出来ませんでした。申し訳ございません。よって今月は２

月３月合併号になります。 

 暖かい日も増えてきまして桜の開花の声も聞こえてきました。日本経済も株価が上がり、大企業では大幅ベースアップも

決まりつつあります。しかし我々の実体経済はどうでしょうか？ 中小企業では株価アップの恩恵もベースアップもないの

が現実ではないでしょうか？ 一部のお金持ちだけが潤うバブルが来つつあるのか、それとも日本全体が良い方向に向かっ

ているのか、判断が付きかねる今日この頃です。そんな中で４月の初めには統一地方選挙が実施されます。広島市民は果た

してどのような選択をするのか？ 広島の政治・行政が良い方向に向かうように、各自が自主性を持って積極的に投票して

もらいたいものです。 

 昨年に引き続き今年も「大イノコ祭り」を開催しようと、「大イノコ祭りを支える市民の会」の皆が動いてくれています。

昨年までは商店街向けの補助金が使えたのですがも今年はそのメニューがなく、すべてを協賛金で賄わなくてはなりません。

そこで企画内容の検討と同時に、協賛金集めを開始しています。その方法として袋町公園に立てる８８本の竹に協賛者のお

名前を貼付することにしました。１本２万円で個人の場合は連名も可です。とりあえず現在、確約だけを受け付けて、実際

のお支払いはすべての竹が予約されてからになります。売れ残った場合は開催を見合わせます。よって是非とも皆様にはご

協賛にご協力頂きたくお願い申し上げます。若イノコ衆達の熱意に、どうぞ応えてやって下さい。 

 そんな中でセトラでは、毎年恒例楽しい「大花見」を４月１日に開催いたします。案内の届いている皆様には是非ともご

出席頂きたいと思います。裏袋さんご提供の美味しい焼き肉とお酒で大いに盛り上がりましょう！ 尾崎シェフのお手製料

理と、理事長特製の汁なし担担麺も数量限定でお出しする予定です。すぐにお返事をお願いします。 

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） 
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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 
 寒い季節も過ぎ去ろうとしています。 今年は雪が多いのではないかと、懸念をしていましたが、振り返ってみれば、さ

ほど積雪はありませんでした。しかしながら、春前の訪れを知らせてくれる、梅の花が例年より約10日ぐらい遅く、気温の

低い日が続いたんだなあと思いました。 
 気候の変化が極端過ぎるのです。アリスの花壇では花が一気に咲いてしまうことが多く、その反動で痛みが早くなります。

その対策として、花柄摘み、剪定、そして有機肥料を蒔くことが作業の中心になっている毎日です。 
 ・・忘れることができない、東日本大震災から4年。これ以上、自然災害が起きないことを願います 
                                          報告：（オザキ マサヒロ） 
■アリス定期活動 
 ３月１９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 
 
 春をひたすら待ちわび、やっと春らしい連休を迎え、これ春霞？ＰＭ2.5？と窓越しに景色を眺めております。 
花屋さんの前を通ると、春の花がたくさん飾られ、花の匂いに春だ～と嬉しくなったり、桜の固いつぼみが大きくなってい

るのを見るとウキウキしますね。 

セ ト ラ 通 信 
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 「おかえりなさい。黒田投手」の垂れ幕に盛り上がるぞ！広島！！と心弾ませておられることと思います。春の訪れとと

もに活気みなぎる広島になることを期待します。一方では、「イスラム国」から突き付けられた事実は、平和・命・愛国心な

どなど考えさせられる時間を尊い命を持って私たちにもたらされ、いろいろと個々考えられたのではないかと思います。し

かし、怒りを覚えたあの映像を再現した少年の事件には、胸が押しつぶされました。子ども達の声が聞こえない社会・大人

になってしまったのかと気付かされた事件でした。これから大きく成長したであろう命を無駄にすることなく、生かされて

いる自分に何が出来るかを問いただしていく時間を与えられたと感じております。 
                                    （報告：ソーシャルガーデナー倶楽部） 
 
【会員の皆様へご案内】 
 
 来る４月１７日（金）～２６日（日）中央公園にて春のグリーンフェアが開催されます。我がソーシャル倶楽部も昨年に

続き、「市民ふれあいミニガーデン」に出展致します。 
 “ポタジェにつつまれて”と言うタイトルを掲げ、花・野菜・ハーブ・果樹などを混植した、おしゃれな庭を作ります。是

非とも、ご来場いただき、私達が作った庭をご覧くださいますようご案内申し上げます。 
 
■活動報告 
 ☆２月１８日(水)    ○定例作業 ハンギングバスケット・焦げ鉢・サークル花壇の花柄摘み・草取り・施肥 

○ミーティング 
                  ・ グリーンフェアー ミニガーデン応募決定 
                  ・ 全国花のまちづくり大会 （平成27年4月25日） 
                  ・ 広島花巡りツアーの計画 （宮島・植物公園など） 
☆３月１１日（水）   ○定例作業（プラザ周辺の花の手入れ） 

                  ・ ハンギングバスケット・焦げ鉢・サークル花壇の花柄摘み・草取り・施肥 
○グリーンフェアー ミニガーデンの計画案の話し合い 

 ☆３月２０日（金）   ○ミニガーデンの企画の確認と花苗などの材料の意見交換 
 
■活動予定 
 ☆３月３１日（火）   ○ミニガーデンの花苗など準備のための店舗見学 
☆４月 ８日（水）   ○定例活動 

                  ・ 春のハンギング植替え （午前中） 
                  ・ ミニガーデンの最終確認と準備 
☆４月１５日（水）   ○グリーンフェア ミニガーデン植込み 

    １６日（木）   ○予備 
 

━━* 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 
 └─────────────────────────────────────────────── 
 桜の花に先駆けて咲くサクランボ、我が家の老木も居間の窓越しに真っ白な花をつけていますが、１０日程過ぎ、そ

ろそろ見納めです。どういうわけか、今年は花の蜜を吸いに来るメジロの姿が見えません。与えていた、みかんの味に

なじみ過ぎたのかも・・・。 
 私事ですが、昨日（２１日）早朝、中２の孫が転居する家族に先駆け、ロンドンに出発しました。早朝の広島空港に

思いがけず、担任の先生、学年主任の先生が見送りに来てくれ励ましてくれて、とても感激しました。まだ、こんな先

生方がいるんだ、と本当に嬉しくなりました。孫の将来にも大きな良い影響を与えることでしょう。 （深夜１２時（現

地時間１５時 ヒースロー空港に無事到着、父親と再会） 
袋町公園、花壇のパンジーは雑草と競り合いながら元気で育っています。 桜も一気に開きそうな気配です。 １日の

セトラの花見は楽しめそうですよ。 
                                                               （本山） 

 
２月に行った活動 
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● 袋町公園美化・定期活動⇒⇒ 活動は計３回、花柄摘み、ヘデラ刈り込み、樹木の剪定、ゴミ収集を行いました。 
● 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  
     
◎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                            
３月→→５日、１２日、１９日、２５日 
４月→→２日、９日、１６日、２３日、３０日 

 
 
 

┏┓ 
┗■ 【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。 

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

2/21(土)  「AH!2015 ドリームセッション」   
＊旧日本銀行広島支店 ＊来場者数：155名  

REPORT ・・詳しくは 「文化交流プロジェクト～ひろしまマチカルプレビュー2015」のコーナーをお読み下さい。 

 

AH! ３月１４日 REPORT  
《イベント・データ》 

■日時：：平成27年3月14日 (土) 12：15～19：30  ■天候：晴れ  ■来場者数：5,450人 

●ステージ 

ＭＣ：TOMOT 

12:15 チャーリーダンススタジオダンスステージ  

13:30 ファーストチャンスグランドチャンピオンシップ  

トーナメント①部 

・ルイノア (ギターデュオ） ・秋山健二(ギター弾き語り）・八倉康介(ギター弾き語り ・あい来(ギター弾き語り） 

・KAZUYA(ギター弾き語り）・kenzo(ギター弾き語り） 

15:10 ゲスト出演 Hiroxile 

15:30 トーナメント②部    チャンピオンシップ 獲得者：あい来 

16:10 ライブペインティング  YUICHI ＆ くま 

16:40 アイドルーム ＊GALAXY☆CAT、ひろしまMAPLE★S 

17:40 Yarukist 

18:20 ビートBOXバトル 

■ブース 

★アーティストプロモーションブース 

★AH! 飲食ブース 

★夜街芸術ナイタートブース 

★中振連主催「ひろしま街文化マルシェ」 

 

イベントAH! 2015～2016 開催日 予定 

【2015年】 
4月18日（土）  AH! ＠アリスガーデン  

5月3日(土)    AH! ＠アリスガーデン  
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5月4日（日）  ブルーラボ スペシャル？ ＠アリスガーデン 

5月5日（月）  AH! 出演候補：マリンバアンサンブル ＠アリスガーデン 

6月              エールエール 出張AH!？？？ 

7月18日(土)    AH!＠アリスガーデン 

8月22日(土)   AH!＠アリスガーデン 

9月19日(土)   AH!＠アリスガーデン 

  20日(日)     インディケット2015 ＠アリスガーデン 

  21日(月・祝日)  インディケット2015 ＠アリスガーデン 

10月17日(土)  AH! ＠アリスガーデン   

11月20日(金) AH!えべっさんスペシャル＠アリスガーデン 

12月5日(土)  AH!エイズデーバージョン＠アリスガーデン 

 

【2016年】 
3月12日(土)  AH! ＠アリスガーデン  

 

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

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! 4月18日(土) アリスガーデンで！ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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┏┓ 
┗■ 【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 

こども未来企画課 TEL 504-2813 FAX 504-2255 

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

2014.1２月活動レポート 

【１２月１４日(日)レポート】 

アニバ後の本日。参加者増が予想されたが、雪予報の影響か思いのほか通常通りの来場だった。リピート者が７０パーセン

ト以上と多く、スタッフも参加者も慣れた様子でそれぞれに楽しんでいるひろば。ゆうえん隊の見守りも緩やか。あるゆうえ

ん隊スタッフの呼びかけにより、ひろばで8月に土砂災害のあった八木地区へクリスマスのリースをつくって町に飾るという

ワークショップを行った。保護者へ趣旨を伝えると快く参加してくださった。こどもも大人もそれぞれの個性光る素敵なリー

スが出来上がった。代表の学生さんも来て、最後には皆の前で災害にあわれた方や現状への思いを語り、記念写真を撮った。

ひろばはいつもとはまた違った雰囲気に包まれた。                                     

いろんな人が集まる自遊ひろばだからこそできること。こどもたちが思いっきり遊ぶ傍らで、大人たちもそれぞれの活動を

楽しみつながっていく試み。日常の忙しさから解放されて、こどもとともに大人も自分のための時間を有意義に過ごせるこの

ような持込企画を呼びかけていくのも、何か面白いことになりそうだ。                             

親見守り隊の発案でロケットストーブについても話した。次回やってみることとなった。大人からも徐々にやりたいことが

出るようになってきたひろば。こどもと大人の心地よい距離間。ひろばで互いに刺激を与え合いながら共存していく在り様に、

大人の見守りの在り方をみる。この雰囲気は今後も発展していくだろう。 

 

【１２月２３日(祝・火)レポート】 

今年最後のひろば。天気も良く、幼児連れで親子が芝生の上にレジャーシートを広げてのんびりと過ごしていた。父親の割

合も多く、こどもがそばで遊ぶのを家族で見守りながらゆっくり過ごしているという印象だった。                 

常連組は、自分たちの庭のように遊んでいた。どこでも何でも遊びにする。そしてもちろんゆったりぐだぐだとやっていた

りもする。そんな彼らが、今日の片付け時、自然と大人のそばに寄って行って、火起こし後の炭を埋めるのを手伝っていた。

大人がするのを見てならいながら、穴を掘っていた。いつもは「手伝って～。」と言っても遊びに忙しいのに、今日は気分が

のったのかしら。大人の雰囲気を感じて、おもしろそうだと思ったのかしら。火の後始末。彼らはそうして自然とひろばでい
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つの間にか覚えていくのだなぁと感じた。     

サンタのおじさんとトナカイもひろばに来た。「こどもたちに夢を」という見守り隊親とゆうえん隊の思いあふれる登場＆

退場だった。こどもも大人も楽しんでいた。今年一年も無事に終わりほっとする。市担当の方とも特に再来年度のひろばの在

り方について、今後も話をしていきたい。        

 

１，ひろば活動 

・１２月１４日(日) 晴：参加者 65名（R 46名･新 19名/リピート率 71%）、ゆうえん隊 9名 

元気になる木プロジェクト(八木地区へのリース作り持込企画)、ゲリラギター弾語り(ルイさん) 

見学:女学院大学学生9名・先生1名引率 

・１２月２３日(祝・火) 晴：参加者 50名（R 36名･新 14名/リピート率 72%）、ゆうえん隊 8名 

    ロケット工作＆打上げ、サンタ＆トナカイ登場(見守り隊、ゆうえん隊) 

  ☆学生ボランティア:2名(→2名ゆうえん隊加入) 

 

２，個人協賛金・寄付品について 

・１４日(日)：２，５２４円／焼く食材、クッキー 

・２３日(祝・火)：３，２８２円／焼く食材、クリスマスケーキ、菓子 

    

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、会計整理等 

・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  

 ・遊会(ひろば)：ロケットストーブについて 

 

【ひろばの様子】 

   

チャンバラだい！        元気になる木プロジェクト        ～リース作り～ 

    

    リースの完成！みんなで記念撮影        ロケット打上げ発射!!     トナカイさん登場?! 
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父と息子のハーモニー♪       もりもり創作♪          葉っぱで…可愛い 

 

 （報告：ゆうえん隊 六百田） 

 

201５.1月活動レポート 

 

【１月１日(日)レポート】 

年初めのひろば。とんどなどの地域行事と重なっていることもあり、参加者は50人をきる。常連の親子や久々に会う子もい

る中、新年のあいさつをお互いに交し合い和やかに始まる。                 

最近よく来ている中学年くらいの地元の子集団も子どもだけで遊びに来ていた。後からお母さん方も来て、ベンチに腰掛け

ときどき子どもらに目をやりながらおしゃべりを楽しむ何気ない公園の風景がそこにあった。以前、模型飛行機をもってきて

くれた方が、再び改良を加えた飛行機と、割りばし鉄砲を届けてくださった。知り合いの100歳のおじいちゃんが、子どもた

ちに遊んでほしいとの思いで作られたそうだ。早速、男の子が割りばし鉄砲を見るなり興味をもち、一日中遊んでいた。帰り

には父が、「家で作ってみような。」と父子の会話は弾んでいた。自遊ひろばでの遊びが父子の日常へと溶け込んでいくのを

嬉しく思った。自遊ひろばで遊び心を発揮している父親の出番は多いように思う。何かやりたいと思う人たちの声を拾ってい

きたい。 

 

【１月２５日(日)レポート】 

晴れ。1月の割に暖かく気持ちの良い一日。 今日は、「見守り隊親」発案のロケットストーブ作り、ゆうえん隊がダンボー

ルで作った獅子舞や、他団体主催のポン菓子大会が行われひろばはにぎやかな雰囲気となった。特に、ポン菓子は親子2世代

で初めて見るという方も多く大盛況だった。利益はでないが宣伝効果を狙っての企画であった。今後も時期を見合せながら、

ひろばという開かれたスペースにあったこどもと大人の楽しい空間を共有し創りだせるような企画を実現していきたい。何か

やりたいという参加者の声からつながりを広げていきたい。      

ゆうえん隊として深くかかわっていた一人が、２月いっぱいでひろばに来られなくなる。そのため、かねてからゆうえん隊

に憧れを抱いていたひろば常連の６年生のＲ君に、ゆうえん隊を受け継ぐ意思があるかと話をする。Ｒ君は、「ゆうえん隊に

なりたい。」と言った。ひろばを始めて５年目にして、子どもから初めてのゆうえん隊へと育っていこうとしている。なんと

も頼もしい存在に嬉しく思う。子どもが育てばひろばが育つ。大人として身が引き締まる思いで、これからもともに楽しみひ

ろばを創っていきたい。 

 

１，ひろば活動 

・１月１１日(日) 晴時々雨：参加者 49名（R 33名･新 16名/リピート率 67%）、ゆうえん隊 8名 

学生ボランティア:2名 

  ○年初めのぜんざいをふるまう 

・１月２５日(日) 晴：参加者 92名（R 58名･新 34名/リピート率 63%）、ゆうえん隊 11名 

  ○ロケットストーブ作り、獅子舞、ポン菓子大会、遊会/パブリックテーブル(共同食材置き場)設置 

   

２，個人協賛金・寄付品について 

・１１日(日)：２，０００円／食べ物、模型飛行機、割り箸鉄砲、輪ゴム 

・２５日(日)：３，０３６円／食べ物、焼く食材、工具(キリ2本、小のこ2本、ネジ) 
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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、会計整理等 

・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  

 ・遊会(ひろば)：来年度日程等について 

 ・メルマガ「もとまち自遊ひろば」の会だより(37号)発刊 

 

【ひろばの様子】 

   

お部屋の引っ越し?!           大太鼓♪              獅子舞う 

     
     スナイパーＴ君        木に登る           木に登る?! 

 

   
    ロープでぶら～ん        段ボール御殿へいらっしゃ～い♪    ロケットストーブ完成! 



 9

   
         ポン菓子大会                赤い妖怪出現?! 

 

 （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 

４/１２（日）・２６（日） 

５/１０（日）・２４（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」 

■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。  
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◎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 

広島で愛を発見し、育みたいなら「街文化」を知れい‼と、 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！7組参加。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った～！！！！！  

  

  

② 2/21(土) 「AH!2015ドリームセッション」 13：00～16：00  ＊来場者数：155名 

広島の風を掴みたいならココを抑えときましょ‼と、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した。 

参加アーティスト：Dance BOX（Studio Oneself・Crazy yass） naco、めぐ、原田侑子、佐々木リョウ、Yarukist、 

Tooru 、DRIBBLA・TAKKINAL-D・DANDIMITE 
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《AH!DreamSession2015報告最終》 

やってみて改めて気づいた、ほんとにやりたかったんだと。 

この展示を含めた約10日間の中で少しでも皆さんの中に「街づくり」や「平和」が育ってくれていたら成功です。そして、

特に言葉を交わし、話し合った訳でも無いのに同じ想いを共有し一つのプロジェクトを無事終えることができた運営の仲間

にほんとありがとう。 （報告：松川友和・AH!プロデューサー） 

 

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

 

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” 

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４期展示の内容は・・・・ 

 

「西条酒蔵通り芸術祭→Connect←2015」！ の紹介展示 
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３月展示スタート！ 

 
新酒が出来る3月の蔵開きシーズンに合わせ、広島の“酒都”西条の酒蔵通りに面した複数の酒造メーカーの酒蔵スペー

スを貸し切り、広島市内で活躍中のアーティストを中心にアートと音楽が融合した空間作品展示を行というプロジェクトを、

ここ夜の街流川で紹介します。 

 

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

 

 新規取組 発信発進！ 

 

HOO（Hiroshima Omatzuri Otoko）   

街文化促進のためのSNSを活用した情報発信事業 

街文化促進のためSNSを活用した情報発信事業として以下の取組＝ Actionを行います。 
（１）【Web Action】Face BookやTwitterを活用した広島市で展開する注目イベントの情報発信。 

（２）【Real Action】上記（１）によって形成されたコミュニティーを対象としたイベントの実施。 
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今月の「セトラ通信」は以上です。お読み頂き、ありがとうございます。 

 

 

 
 

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◇ 


