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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 今月は雨の多い月でしたね。そのせいか、なぜか心も晴れません。しかし、今からは初夏の陽気が続くようです。気分を
変えて頑張りましょう！ というわけで先日、家内と共に劇団四季の「美女と野獣」の招待を受けて初日公演を鑑賞して参
りました。７年前にも観ておりますが、演出も少し変わってパワーアップしているような気がしました。歌も踊りも素晴ら
しい出来で、ディズニーならではのギミックでも楽しませてくれます。未見の方はご覧になることを是非ともお薦めいたし
ます。広島で観られる劇団四季の中ではベストだと思います。 
 ４月１日はセトラひろしまの「大花見会」に多数ご出席頂きましてありがとうございました。お陰様で盛大な宴を催すこ
とができました。しかしながら途中で「焼肉の煙が臭い」とのクレームが入りました。袋町公園近隣の方には大変ご迷惑を
お掛けしまして申し訳ございませんでした。しかしもう何年も続けているお花見で初めてのクレームです。我々の花見はお
まり大声も出さず、後片付けもきちんとやっております。昨年の「大イノコ祭り」といい袋町公園近辺の環境が変わったの
かもしれません。今後の使用のやり方も熟考していきたいと思っています。 
 さて、広島の統一地方選挙も終わりまして、選挙前とほぼ同じ体制となりました。市長選については、もう少し論戦をし
て欲しかったというのが正直な感想ですが、とりあえず停滞していた行政が前向きに動き始めることを期待しています。特
に旧市民球場跡地の活用に関しては、早急に前進させて欲しいところです。セトラとしても商店街としても、意見を述べて
いく所存です。皆様のご意見も是非ともお聞かせ下さい。お待ちしています。 
 セトラの新年度はまだですが、世間一般の新年度に合わせてセトラも、福屋さんの「屋上アートプロジェクト」や、猿猴
橋の再生に伴うイベント「えんこうさん」、そして松川君主導のHOO（Hiroshima Omatzuri Otoko）などの新しい試みにコミ
ットしていきます。今後ともご支援の程、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） 
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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 
 暖かくなりアリスガーデンでは、待っていましたと言わんばかりに、花達が開きはじめています。 
さて、花壇にあるビオラやノースポールですが、１度咲き終わった花を名残惜しまずに、可哀想なようですが、しっかりと
切り戻しをすると・・何と再生して花をもう一度つけて、咲いてくれる可能性があります。そして緑が長持ちするのです。 
何事も、時には思いきりが必要なのかもしれませんね。 
さて、春の花が終れば、夏から秋までの花に植え替えの準備です。フラワーフェスティバルが終わった後が、勝負です！！ 
                                          報告：（オザキ マサヒロ） 
■アリス定期活動 
 ４月１６日（木） 

参加者   グリーンプロジェクト２名 
   作業内容  花の剪定、追肥、除草、清掃   ＊石のベンチに、落書きがありました。 
 
◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
 
 あまたの花咲き乱れ、鳥さえずる春を満喫したいと言う願いも叶わなず、花見時を逸した残念な4月です。未だに夜は、
花冷えとは言い難い寒い感じがします。体調を崩されませんよう皆さん、ご自愛ください。 
 去る4月17日から2６日まで中央公園で「春のグリーンフェア2015」が開かれております。我が倶楽部は、市民ふれあ
いミニガーデンコンテストに「ポタジェにつつまれて」というタイトルでおよそ35種類の果樹・野菜苗・花苗を１４０ｃｍ
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四方の庭に植えこんでおります。6区画のそれぞれに思いがこもった庭は、個性にあふれ、心弾ませながら花を愛でる気持ち
を是非味わっていただきたく、ご案内いたします。行かれました際には、必ず我が自慢の庭へ1票投じて下さいますようお
願いいたします。また、是非とも感想をお聞かせ下さい。 
                                    （報告：ソーシャルガーデナー倶楽部） 
 
■活動報告 
 ☆４月８日(水)        交流プラザ前のハンギング９基 ペチュニア植替え 

15・16日（水・木）  市民ふれあいミニガーデン植込み 
17～26日（金～日）       ミニガーデン 水やり 当番制 

 
■活動予定 
 ☆４月25日(土)       全国花まつり広島大会 出席 
   27日(月)       ミニガーデン 撤収作業 

       30日(木)       交流プラザ前ハンギング植替え・サークル花壇植替え 
☆５月13日(水)       袋町小学校児童との花育活動 

 
 

━━* 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 
 └─────────────────────────────────────────────── 
 先日、キャロライン・ケネディ駐日大使が来広されて、アメリカハナミズキ植樹が行われましたが、袋町公園、北側
歩道のハナミズキ2本も薄いピンクの花をつけて、今まさに花の真っ盛りです。 また5年前にトイレ近くの植栽桝に
植えた被爆アオギリ2世も高さ１．５ｍ程度に伸び、新芽が吹いてきました。花壇のパンジーも気温の上昇に合わせて
元気を取り戻し、咲き誇っています。クスノキの新緑も鮮やかです。 
セトラの花見会の翌日の2日、４１５回目の活動を満開の桜を眺めながら行いましたが花見の残骸が、ゴミ箱周辺に
あふれていて残念です。セトラの後片付けを見習って欲しいですね。活動の後、作業所で作ったメロンパンとお茶で、
ささやかな花見会で楽しみました。 

                                                               （本山） 
 
   

      

                      

 

 

 

  
 
３月に行った活動   
● 袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計３回、花柄摘みと除草、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➡➡➡ 歩道と植栽桝の雑草の除去を2回行いました。 
     
◎４月、５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                              

４月→→２日、９日、１６日、２３日、３０日 
５月→→７日、１４日、２１日、２８日（★花の植え替えをします） 

 
 

ハナミズキ アオギリ３/２のサクラ パンジー ハナミズキ
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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。 

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

AH! ３月１４日 REPORT  
オープニングは，チャーリーダンススタジオのみなさん！華々しい，熱いパフォーマンスが会場を魅了します！ 

 
そして，ファーストチャンスは，2014シーズンの集大成―― 

ルイノアさん・秋山健二さん・八倉康介さん・あい来さん、オオイシカズヤさん・kenzoさん  

   

   
これまでのチャンピオンと推薦枠，合わせて6組によるトーナメント。 

見事優勝に輝いたのは、あい来さんでした！（上・右） 
そして，ゲストには，Hiroxileさん！障がいの有無にかかわりなく，誰もが，ダンスの楽しさや喜びを共にし，伝えるス

テージです。 
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ライブペインティング，まずは，手紙家 くまさん。一筆、一筆に想いをこめて。その熱量と息づかいが伝わってくるほど、

間近でその書に触れることができます。 

  

そして、YUICHIさん。AH! でのライブペインティングは今回が最後。7年間、表現しつづけてきたステージ。 
AH! の看板と言えるステージでした。 

  

 

今度は、新しいステージへ。本当に、ありがとうございました！YUICHIさん本人が、 
いろいろな思いについて綴られています 
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→石原悠一 ブログ ７年間出演した『AH！』。 次のステージへ。 
http://ameblo.jp/yuichi-ishihara/entry-12001985292.html 

 
アイドルームトップバッターは，the GALAXY☆CATさん。 

STUDIO MAPLEで3月に結成されたばかりのアイドルユニットです！初お披露目のステージ！ 

  
続いてひろしまMAPLE☆Sさん。全国を舞台にしての活動も絶好調。もちろん，アリスガーデンでも絶好調。 
4月からは、1stライブツアーも始まります！！5月には，1stアルバム「ENDEAVORRR」もリリース予定。 

これからも目が離せません！ 
 

Yarukistさん。 
観る人，聴く人を元気に，“Yaruki”にしてくれる音楽。二人の個性が増幅し合って爆発するステージです！ 

1stアルバム 「ファーストバイト」も好評発売中です！ 

 
 

ビートBOXバトルは，こちらも2014シーズンの集大成！熾烈なトーナメント。 

  
道行く人も次々に足を止めて，バトルに釘付けに。そして，決勝…… 

  



 6

1年前，ビートボックスバトルがスタートした時と同じ TooruさんとRikiyAさんの対戦に！ 
結果は，リベンジを果たしてRikiyAさんが優勝しました！ 

 
さて，4月からAH! は，2015年シーズンへ突入します！ 

新年度も盛りだくさんの内容でお届けしていきたいと思います。 
たくさんのご来場をお待ちしております。 

 
（文章：近藤倫生） 

4月 18日 ＡＨ！ 
《イベント・データ》 
■日時：：平成27年4月18日 (土) 12：00～19：30  ■天候：晴れ  ■来場者数：5,650人 
●ステージ 
ＭＣ：TOMOT 
12:00 チャーリーダンススタジオ  
12:45 Alice First Chance  好道（こうどう・弾き語り）、MaRina（ボーカル）、 ベストチャンス賞：好道 
 ゲスト：ファーストチャンス2014チャンピオン あい来 
14:10 大書パフォーマンス 手紙屋 熊谷哲也  
14:30 ダンスバトル  
16:05 IDOL-ROOM  ettoetto りる～つ 
17:10 ビートボックスバトル ウイナー：Tooru 
18:30 Hiroshima Club Scene  
■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（カメレオン） 
★美人時計＆Hoo ブース 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
今期上半期 新ガイドブック配布中！ 

  

次回のAH!  

5月3日(日) ＫＥＮＴＡＭＡＸ(けん玉パフォーマンススペシャル) 

4日(月) Blue lab.2015(身体表現・ライブペインティング・アート表現など！) 

5日(火) ＤＩＶＡ（歌姫）スペシャル！ 

アリスガーデンで！ 

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

201５.３月活動レポート 

       
 （報告：ゆうえん隊 六百田） 

 今年度最後のひろばも無事終わりました。怪我と弁当は自分持ちという考えで自遊ひろばを開いているとはいえ、大
きな怪我なく一年間を過ごせたことにほっとしています。子どもたちが思いっきり遊べるようにと、ひろばで大人たち
がおおらかに見守ってくださっていたことに感謝します。 
本来、子どもの遊び場は子どもたちの生活の場である地域にあるべきだと思っています。その中で、子どもたちは子
ども同士群れて遊び、決して親では経験させてやることのできないことを子ども社会の中で実感をもって積んでいきま
す。子ども同士のかかわりの中で、彼らは自分を知り相手を知りともに生きることを学んでいきます。地域の大人たち
はそんな子どもたちをおおらかに見守り、自然と人生のモデルとして存在していたのです。しかしながら、生活の様式
が激変し、便利で合理的なものに多くの人が価値をおく世の中で、地域でつながらなくても大人たちはそれなりに生活
を営めるようになってきました。お互いさまに子ども同士が育ち合える地域と引き換えに、子どもたちの居場所はだん
だんと大人の管理下におかれるようになってきました。 
自遊ひろばは、都市公園であり地域性もさほどありません。それでも自遊ひろばには、様々なところからいろんな人
が集います。親子連れ、子ども同士、友達ファミリー、大学生、散歩中の人、近所のおじいちゃん、おばあちゃん、中
央公園に遊びに来た人、何かおもしろいことが好きな人などなど・・・。「子どもの遊び場」が大人の交流の場にもな
っているのです。【子ども同士が自由な発想で思いっきり遊ぶ】場づくりに共感してくださった方たち、そのような場
を求めている方たちが確かにいるのです。自遊ひろばは、地域の遊び場にはなりえないけれども、地域の遊び場へと拡
がっていけるように、これからも自遊ひろばらしく、集う人とともに楽しみともに創っていきたいと思います。 
【３月８日(日)レポート】 

久々に暖かい一日。気持ちの良い朝。ひろばの始まりの雰囲気も明るい。 
 本日、受付テントの位置を少し移動し、テント裏のバックヤードでも子どもたちの遊びが拡がっていけるように配置
した。すると、常連の子どもたちなどひろばに慣れた子どもたちが、木登りに挑戦したり、細い道や繁み等で遊びを発
展させていた。大人たちも昼食に鍋料理を協力して作り、火の回りに自然と大人のコミュニティ空間ができていたこと
も、子ども同士が遊び始められるひろばの雰囲気へと     
つながっていったように感じる。ボランティアで、ケヤキの木を剪定に来てくださり、職人の仕事に触れる機会にもな
った。 
 既存の公園スペースを、子どもの遊びの発展と親のコミュニティの場形成という視点で試行錯誤しながら場づくりを
していきたい。公園の在り方の一つの提案にもなり得る。 
 
【３月２２日(日)レポート】 

春を感じる暖かい一日。朝から新規の親子連れが多かった。暖かくなり、親も遊びに連れていきやすくなってきたの
だろう。新規が多い本日は、ひろば内に子どもに付き添う親の姿も多くあった。今からしばらくそのような光景が続く
ことが予想される。大人カフェ等で、親同士が集える場を作っていきたい。乳幼児の母たちのおしゃべりの場や、お父
さん方の遊び心が遊び場づくりに発揮していけるようにしていきたい。親をまきこんで「手作りのひろば」を楽しみな
がら創っていく。 
１，ひろば活動 
・３月８日(日) 晴：参加者 83名（R 56名･新 27名/リピート率 67%）、ゆうえん隊 8名 
  ○ジャイアン鍋作り、ケヤキ剪定 
・３月２２日(日) 晴：参加者 103名（R 59名･新 44名/リピート率 57%）、ゆうえん隊 7名 
 ○ケヤキ剪定 
２，個人協賛金・寄付品について 
・８日(日)：２，２４０円／食べ物、焼く物、鍋具材、ボンド３個 
・２２日(日)：２，１７０円／食べ物 
◎Ｈ２６年度 個人協賛金：合計５１，３０９円 
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 
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・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)：ひろばでの活動について 
 ・中央公民館合同フェスティバル(2/28,3/1)片付け (自遊ひろば活動写真、趣旨文パネル展示) 
 ・H27年度チラシ配布(基町小、幼、保・プロジェクトＭ９８、市へ協力願い) 
 ・年度末活動報告書作成 
 
【ひろばの様子】 

    
   焼きぼっくり      父と娘の挑戦       恐るべし…階層社会？！     職人と❤   
 

   
シュマロ焼き隊！竹ぐし作りから      並んで創作            ロボット1号！2号！！    

 

   
     三つ巴！          しじみ採り軍団現る       祝❤卒業パーティー(主役は青い人)   

 

平成26年度 冒険遊び場事業「もとまち自遊ひろば」コーディネート事業 

事業報告書抜粋 

中央公園で月２回開いている「もとまち自遊ひろば」の活動は、今年で５年目となります。そもそも子どもの遊び
の場は子どもたちの生活の場である地域に、彼らの日常の中にあるべきだという思いで始めた遊び場づくりの活動で
すが、市の委託事業として中央公園で開催している以上難しく、基幹パークとして子ども同士が遊ぶ場所として地域
へと広めていくということが「自遊ひろば」の課題でもありました。そんな中、少しずつではありますが、基町地域
の小学生が子ども同士で遊びに来る姿が定着してきたのです。彼らは、遠くから親に連れられてくる子とは違って、
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（親の目がない分？）なんとも子どもらしい過ごし方をしています。自分たちで遊んでいるのです。時に退屈さの中
に浸りながら、そこから自分たちの力でおもしろくしようと、子どもならではの、汚くても危なっかしくても、大人
からしてみれば合理的でないやり方でも、彼ら自身のやりたいやり方でやりたい遊びをとことん遊び倒しているので
す。 
半年くらい前からよく来るようになった中、高学年の男女５人グループがいます。彼らの当面のお気に入りは、段
ボールで家のような基地のような子どもだけの空間を作ることです。ある日の遊びでは、大きな台車の上に段ボール
の家を組み立て、移動式なのか、引っ越し中なのか、「いいこと考えた！」「いや、もっと～した方がおもしろい！」
と意見をぶつけ合い、協同して作り上げている姿も見られます。月２回ではありますが、子どもたちの発想はより豊
かに探求心はより深く、彼らの遊びは確実に育っているのです。ひろばの日の朝、緩やかに現れ集い「おはよう。」と
交わすのがとても楽しみです。しかし、今のメンバーでできるひろばの開催は日曜日。現状では月２回が限度の状況
です。 
子どもたちの放課後から「サンマ」が消えた、と言われて久しい今。（「サンマ」とは遊びの「時間」「空間」「仲間」
の三つの間のこと。）学校が終わって放課後、子どもたちはどこで何をして過ごしているのでしょうか。時代の変化と
ともに、共働き家庭が増え、親のいない間の子どもたちの生活はどうなっているのでしょうか。習い事や、塾に追わ
れ忙しく一日の大半を大人の管理下で過ごしているのでしょうか。あるいは、家に閉じこもりゲームやテレビに夢中
になっているのでしょうか。このご時世外は物騒だからと仕方なく(？)親もその方が安心していられるのかもしれま
せん。公園で数人が集ってゲームをしている姿に出会うこともあります。そうでなければ、遊び相手もなく孤立して
いるのでしょうか。今の子どもたちは外遊びをせず、できず、子ども同士の遊びの中で本気で関わりあうことを通し
て育っていくはずの人間らしい感情も、遊び仲間との本気のケンカも葛藤も、失敗も、共感し合える時間も空間も体
験も十分でないままに大きくなっていくのでしょうか。親も忙しく、親に代わって見守ってあげる大人もいません。
地域の大人と出会う機会もわずかなままに、そのうちに「二十歳になったから大人の仲間入りだね。」と、急に大人社
会へと放り出されていく子どもも少なくないと思います。 
「もとまち自遊ひろば」は、こどもがこどもらしくいられるような子ども同士の遊び場をつくっていきたいと思っ
ています。子どもの元気な声はまちを明るくします。子どもの笑顔を見ていると、大人たちは自然と幸せな気分にな
ります。そんな子どもたちは地域の宝であり、遊び場づくりはまちづくり、として親だけでなく地域のみんなで見守
り、お互いさまに育ち育て合っていけるような心の通う地域のつながりの中でこそ確かなものが受け継がれ、人は人
として育っていくのではないでしょうか。 
「もとまち自遊ひろば」は、子どもの今を思い未来に思いを馳せる様々な人たちによって支えられています。いろ
んな人が集まるひろば。工作が得意、料理が好き、歌が好き、将棋が好き、ベンチで語らうことが好き。ひとり一人
の“ちょっとずつ”が集まって、みんなでつくる自遊ひろばになっていきます。大人たちの遊び心と暖かい見守りの
心が今の自遊ひろばをつくりだしています。お天気のいい日にでもぜひ、お散歩がてら自遊ひろばへ寄っていただけ
ると嬉しく思います。 

「もとまち自遊ひろば」 ゆうえん隊（こどもの遊び場づくりの応援隊） 
 

事業名：中央公園 冒険遊び場事業（広島市こども未来局よりの受託事業） 
事業内容：中央公園に冒険遊び場を開設するための事業及び普及に関わる事業（広島市平成26年度冒険遊び場事業） 
■中央公園「もとまち自遊ひろば」の開催 
【日程】全２５回（月２回、原則第２,４日曜日、１０時から１６時） 
【場所】広島市中央公園芝生広場西側一画 
【対象】おおむね小学生以下の子ども。（保護者の付添は自由） 
【内容】「子ども同士が自由な発想で思いっきり遊ぶ」子どもの遊び場の開催 
【実施回数】２１回 （中止4回：警報発令・悪天候のため） 
【主催】中央公園「もとまち自遊ひろば」の会  広島市こども未来局・セトラひろしま(事務局) 
■遊び環境づくりの地域普及 
■事業実施のための会議、ゆうえん隊会議の開催 
実施期間：平成26年4月～平成27年３月 
実施場所：広島市中央公園・中区基町地区 
受益対象者の範囲及び人数：（現場）のべ160人（1回平均7.6人） （事務局）6人  

もとまち自遊ひろば 子どもの参加者数：1690名 

事業の成果と課題～（総括）： 
今年で4年目になる自遊ひろばの活動は、なんといっても見守り隊親の協力と常連の高学年男児がリーダー的存在として
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育ってきたことにある。「子ども同士が遊ぶ」遊び場であるようにとの思いに共感いただいた親の子どもたちは、いつもの
ようにひろばで群れて遊び、そのような関わりの中で子ども同士の中でもそのような関係が築かれていった。4 月から中学
生になる彼は、子ども初のゆうえん隊として自主的に準備にも加わる。子どもの中にその存在を置きつつ、今後ひろばの運
営にも関わっていこうとする彼の成長を楽しみに思う。ひろばの親同士のコミュニティも少しずつではあるが育ってきてい
る。親と子との程よい見守りの距離感も広がって来つつある。見守り隊の親を始め、ひろばに来る親を巻き込み今後もとも
に創るひろばとして場づくりをしていきたい。 
地域への普及についてはまだその可能性を図りかねているところである。地域で創りたいと思えるような手作りのひろばと
して、その活動を充実させ、組織と運営を安定さていくことで次年度以降の展開へと繋げていきたい。 
●もとまち自遊ひろば 開催実績表  

 
 
※予定開催日25回のうち、開催は21回（悪天候のため4回中止） 
※参加者30人以下の日について 
・6/22(日)は、悪天候のため朝から基地待機、11時から開催。 
・8/23(土)は、安佐北区・安佐南区で20日に発生した土砂災害のため参加者数にも影響が 
あったかと思われる。 
・11/2(日)は、予定の9日(日)から開催日を変更したため、周知不足の影響かと思われる。 
【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） 

６/１４（日）・２８（日）   ７/１２（日）・２６（日） 
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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 
 └──────────────────────────────────────────── 

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。 

Ｃｏｍｉｎｇ ｓｏｏｎ！ 

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

 

今期最初の展覧会スタート！！！・・・・ 

＊場所：新地ギャラリー（広島市中区堀川町及び薬研堀における3ケ所） 

今年度のテーマは、被爆70周年祈念「いのり」。 
被爆後70年の節目の年、流川には、祈りを捧げるための仏壇を昔から生産してきました。そんな流川で、「いのり」
をテーマに4人のアーティストの作品を個展というかたちで紹介します。 
Vol.1  4月1日～6月30日  

アーティスト 村上渚 展 「シャカ☆ジャック！」 好評開催中！ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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◇ 


