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112号2015.05-06 

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

 先月は諸事情により、セトラ通信とセトラ理事会をお休みさせて頂きました。申し訳ございませんでした。石丸副理事長

の体調不良、各種イベントが重なったことなどが要因です。よって今月号は合併号で、５月中に届いた情報や、抜けている

項目もありますが、どうぞご勘弁下さい。 

 ５月・６月は商店街関係の総会シーズンもあって、本当に慌ただしく過ぎていきました。金座街ではカラー舗装の改修工

事が始まりました。これを書いている外では舗装をカットする音が鳴り響いております。また、昨年まであったアベノミク

スのイベント補助はなくなり、代わりに「プレミアム付き商品券」の販売が始まろうとしております。広島市が行う「紙」

の商品券と、広島県が実施する「電子マネー方式」の商品券が混在することになります。消費者にとっては非常にお得な事

業なのですが、果たして完全に理解してもらえるのか？ お店がちゃんと対応できるのか？ 大いに不安です。特に電子マ

ネーは私の専門分野なので、どうしても関わらざるを得ません。現在、これに振り回されております。 

 今年の「ゆかたできん祭」も無事終了しました。おそうじ隊にご協力頂いた皆様、ありがとうございました。そして隊長

の本山理事もお疲れ様でした。また、広島市の助成事業「ふむふむ」に、アリスガーデンパフォーマンス広場事業がエント

リーし、石丸氏のペーパーと松川氏のプレゼンという最強タックで、見事、最高額の助成金を獲得しました！ 

 さて、今年一番の課題が「大イノコ祭り」です。昨年までは補助金で開催できたのですが、先に書いたように今年はそれ

がありません。しかし、熱意に溢れた若イノコ衆達は、何とか開催しようと必死に頑張ってくれています。そこで今年は、

袋町公園に立てる８８本の竹に「竹主」を募り、１本２万円の協賛をお願いすることになりました。只今、約半分の竹に協

賛を頂いております。ありがとうございます！ しかし！今月中に、後３０本分の協賛が集まらないと開催できません！ 

是非とも貴方様にもご協賛いただき、若いイノコ衆達を助けて、いや、育ててやって欲しいのです。以下のページを参照し

て頂いてご協賛の程、よろしくお願い申し上げます。 ■大イノコ祭りＨＰ  http://inoko.webcrow.jp/ 

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 
 アリスガーデンでは、春の花が終わりを迎え、夏から秋に向けての植物にシフトが変わり始めています。   
例年のことで言えばポーチュラカやマリーゴールド、サルビア、アメリカンブルーと言った花に植え替えます。 
しかしながら、今年は少し趣向を変えて、試験的に花木（低木）を少し増やしています。 
過去のデータから言えば、夏に照り返しのキツいタイル張りの構内で、夏場に花を維持管理が成功したのは数度です。なら

ば、小さな樹木にすれば、少しは違うのではないかと、試みてみました。これが成功すれば秋口には新たな発想があります。

今年は、穏やかな天候になることを願っています。 
                   報告：（オザキ マサヒロ） 

■アリス定期活動 
 ５月14日  作業内容  低木植栽・追肥 
        参加者  グリーンプロジェクト二名 
５月21日  作業内容 低木植栽・追肥・散水・清掃 
        参加者  グリーンプロジェクト二名 
        使用材料  フェイジョア マフォニア ディアボロ オタフク等 
＊ゴールデンウィークのイベント等で、動いていたフラワーポットを移動 

セ ト ラ 通 信 
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◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
 
 暑からず寒からず、１年のうちで最良の季節と言いたいところですが、日中は夏模様、夜はひんやり・・・皆さん体調崩

されていませんか？ 
 去る５月１３日(水)我が倶楽部メイン行事、「袋町小学校児童との花育活動」を行いました。男子１６名女子１５名の生徒
達とインパチェンスを各１０ポット、１５班に分かれ植込みました。２年生になってますます元気に成長する子ども達と確

実に老いが進行中のおばちゃん達・・・疲れるはずです。 
 中区の社協の方や他のボランティアの方々も快く参加していただき、だんだん倶楽部行事から社会的行事に変わって行く

ような気がして、少し寂しい感じも否めませんでした。子ども達と関わることなく雑事に追われていた私は、子ども達のキ

ラキラ輝く目がいつまでも曇ることなく、成長してくれることを願いながら、走りまわる子ども達に大きな声を張り上げ続

けていました。 
                             （報告：ソーシャルガーデナー倶楽部） 

■活動報告 
  ★５月１３日(水)    袋町小学校２年生児童との花育活動 
  ★  ２０日(水)    平和大通り サークル花壇 花苗植替え 
■活動予定 
  ★６月１０日(水)    定例活動 

━━* 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 
 └─────────────────────────────────────────────── 
 本日（５月２４日）は「自遊ひろば」スタッフとして中央公園西側の林間で緑に囲まれて過ごしたら、何だか生き返

ったような気がします。 
初夏の日差しを遮る大木の下で大勢の子どもたちが思い思いに遊んでいる様子は、とても楽しそうです。見守る保護者

もゆったりした感じでいい場所、いい空間だな、とつくづく思います。 
 袋町公園は街中の狭い空間に、楠の大木から中木、低木まで、びっしり詰まり、緑豊かな都会のオアシスです。本通

の人混みを抜けて、来ると一瞬、空気が変わったように感じられます。 ここには特別に甘柿、山桃、杏子、プルーン、

サクランボ など１３種類の果樹が植えられており、それぞれに果実を付けて日々、大きくなっています。プルーンは
小さな実をたくさん付けていますが、いつも８月の収穫期前に落果してしまいます。梅雨の長雨が苦手のようです。 甘

柿は甘くなるのを待っていると毎年、誰かに獲られて賞味したことはありません。   
今、温州ミカンが白い花をいっぱい付けています。２００５年、美化活動を始めて以来のことです。秋にはおいしい

ミカンを食べられるかと楽しみですね。 ５月２８日（木）花壇に夏の花「ポーチュラカ」を植えます。６月は山桃の

収穫です。                                                                         （本山） 
４月に行った活動 
● 袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計４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４回行いました。 
● 並木通り美化活動➡➡➡  
 
◎５月、６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                            

５月→→７日、１４日、２１日、２８日（★花の植え替えをします） 
６月→→４日、１１日、１８日、２５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。 
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4月 18日 ＡＨ！ REPORT  
まずは，チャーリーダンススタジオのみなさん。草花が咲き誇る春にも負けないくらい，次々とダンサーさんたちのダンス

が咲き誇る時間。笑顔いっぱいのステージです。 

  

アリスファーストチャンスは， 

好道さん，MaRinaさんによる1対1のバトル――真剣勝負を制したのは好道さんでした！ 

  続い

て，ファーストチャンス2014年間チャンピオンのあい来さんが登場！！透き通る歌声が爽やかに観客を魅了します。（上・

右） 

さらに，手紙家くまさん。春風の中で――力強い思いを――魂の宿った文字が姿を現します。 

    

そして，5月5日よりAH! のステージに登場する あっくん。どんな表現が生み出されるのか――ご期待ください！！（上・

右） 

続いては，こちらも新シーズンスタート！Dance Dance Dance バトル！！ 

視線を釘付けにする一瞬一瞬が，めまぐるしく展開，熱いバトルが繰り広げられます！！ 
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熾烈なトーナメントは，一瞬のジャッジで勝敗が決していきます――さらに――ジャッジを務めるNabeさんHeroさんによ

るダンスショー。アリスガーデンが沸き上がるエキサイティングなこの時間も必見です！ 

そして決勝――ドクターズ対D.S.T。 

    

昨シーズン，優勝経験のあるチーム同士の対決です！制したのは，D.S.Tでした！ 

 

続いてのコーナーは，IDOL-ROOMまずは，etto-ettoのみなさん。広島弁で「たくさん・いっぱい」を意味する「えっと」

から来ている名前です！「えっと」魅力のつまったステージ――現在，2ndシングル『コイ・ストーリー/ミルクスノウ』発

売中です。（下・左） 

  

そして，りる～つ☆さん。AH! にも何度も登場してくださいました。笑顔全開，全力投球のステージ。4月10日には，6月

21日をもっての解散が発表されましたが，それまで，これまで通り活動されるようです。まだまだ，彼女たちの全力のステ

ージが見られそうです。 

 

さて，前回，2014年度最後の決着がついたBeatboxバトル。もちろんここでも，新シーズンスタート！9名のBeatboxerに

よるトーナメントは，激戦です。技と気迫と，エンターテインメントの応酬―― 

    

技が繰り出され，その技と同じ技で受けて立つ。そしてそれを上回る技を――そんな熱い展開が止まりません。決勝は，TOORU

さんとザキさん。 

2015年度，最初のバトル――優勝はTOORUさんでした！！ 
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4月のAH! 最後は，DANDIMITEさん・TAKKINAL-Dさん！そのレゲエ魂，そして広島魂は必聴・必見です！ 

愛を感じるステージです！！さて，ステージだけではありません。 

   

こちらは，カメレオンさん！またまたAH! に来てくださいました♪♪♪ここでしか味わえない美味しいナンとトルティーヤ

があります！！ドリンクも！！広島を中心に，各地でイベントなどに出店中です！ 

 

（文章・写真：近藤倫生） 

ＡＨ！ 2015年 5月 REPORT  
5月は、3日 は、「AH!×KENDAMAX」、 

4日には、Blue lab.実行委員会の主催で、「Blue lab. HIROSHIMA 2015」が、 

5日は、AH! フラワーフェスティバルスペシャルが開催されました。 

 

3日のAH!×KENDAMAXは、けん玉によるパフォーマンスと様々なステージがコラボレーション！ヨーヨー、アサラト、Beatbox、

ダンス、レゲエと、巧みなけん玉の技の数々が混ざり合いました。また、以前Lil'Bのメンバーとして活動されていた、広

島出身のAILAさんのステージもありました。 

 

4日は、アーティスト石原悠一（YUICHI）さんの呼びかけにより、今年も「Blue lab. HIROSHIMA」が、開催されました！様々

な表現者による様々な表現に、多くの人が釘付けに！！アリスガーデンが日常触れることのできない異空間となった 1 日、

鮮烈な印象ににぎわいが絶えない1日となりました。 

今年の模様が、Blue lab. HIROSHIMAのFacebookページで公開されています！ 

→https://www.facebook.com/bluelab.hiroshima 

 

5 日は、AH! フラワースペシャル。エル・コンボ・デ・ラ・パスさんのサルサのリズムに、ステージ開始から盛り上がりは

最高潮。そして、アイドル、シンガー、ダンスバトルとこちらも熱量全開！また、今回から「ピースタイムフル」あっくん

と東和空さんによるステージも始まりました。さらに、東京から半崎美子さん、石井里佳さんも登場しました！ 

 

 

5月 3日 

AH!×KENDAMAX フリースタイル・ケンダマ・ショーケース 

Masakazuさんのヨーヨーとのコラボ 
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MENDERさんのアサラトとのコラボステージ（上・右/上・中） 

Yarukistさん（上・右） 

 

Beatbox×KENDAMA 

次第に難度が上がっていく技に挑戦していくサバイバルゲームも！ 

 

 

チャーリーダンススタジオダンスステージ（下・左） 

     

DANCE×KENDAMA けん玉の技をダンスで表現！？（上・中・右） 
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Hiroshima Club Scene 

エアけん玉炸裂！？ 

   

                                      記念撮影！ 

5月4日 Blue lab.実行委員会主催 Blue lab. HIROSHIMA2015 

今年の模様が、Blue lab. HIROSHIMAのオフィシャルFacebookページで公開されています！ 

→https://www.facebook.com/bluelab.hiroshima 

 

5月 5日 

エル・コンボ・デ・ラ・パスさん(下・左・中) 

   
etto-ettoさん 

STUDIO LINKSのみなさん（下・左） 

  

 

ピースタイムフル あっくんと東和空さん（上・右/下） 
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ひろしまMAPLE☆Sさん 

  

 

香音さん 

  

 

Dance Dance Danceバトル 
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   文章：近藤倫生 

《イベントデータ》 

【5月3日(日) 】  「AH!×KENDAMAX」 天候：小雨 観客動員：4,500人 

■ステージ 

MC：TOMOT、大窪シゲキ  DJ：KAZさん♪ 

13:00～オープニング 「フリースタイル・ケンダマ・ショーケース」 

13:30～アサラト×ケンダマ・ショーケース 

14:00～Yarukist  

14:30～BEAT BOX×KENDAMA 

15:00～サバイバル・ミニゲーム 

16:00～チャーリーダンススタジオ 

16:30～DANCE×KENDAMA 

17:00～KAWAIIKENDAMA 

18:00～Hiroshima Club Scene 

18:30～フリースタイル・ケンダマ・ショーケース 

19:00～エンディング 

■ブース 

★アーティストのプロモーションブース  

★AH!飲食まじ宣言ブース  

＊Hoo 街文化情報ブース 

 

【5月4日(月) 】 

Blue lab.2015  天候：晴れ 観客動員：6,500人 

【ライブペインティング】小野豊一/広島、カエルカバン/広島、冨永ボンド/佐賀、Dragon76/神奈川、藤岡真由子/広島、

町田エム/広島 

【ステージパフォーマンス】池田誠（氷の即興彫刻/広島）、スピロ平太（身体表現/東京）、手紙屋くま（大書パフォーマン

ス/広島）、藤堂 信行（ライブペインティング/広島）、羽鳥 智裕（生花ライブパフォーマンス/広島）、美音異星人（身体表

現/美音星）、藤條虫丸（身体表現/屋久島）、マツザキ メグミ（サイバーシタール/広島）、YUICHI（ライブペインティング/

広島） 

＜主催＞  Blue lab.実行委員会・アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会 

■ステージ 

 12:50 オープニング 

 13:00  氷アーティスト池田誠  氷の即興彫刻   

 13:30  手紙屋くま 書道家大書パフォーマンス  

 14:00 「変態パフォーマンス級ドリームマッチ！！異種肉体表現格闘編！！」  

スピロ平太（身体表現/東京）・藤條虫丸（身体表現/屋久島）・美音異星人（身体表現/美音星） 

 16:15  藤堂 信行（ライブペインティング）・マツザキ メグミ（サイバーシタール）・ 

羽鳥 智裕（生花）即興パフォーマンス   

 17:00  YUICHI(ライブペインティングパフォーマンス)   

 17:30  クロージング 
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【5月5日(火) 】 天候：晴れ 観客動員：7,500人 

■ステージ 

MC：TOMOT 

12:30～El COMBO DE LA PAZ   

13:30～etto-etto、STUDIO LINKS 

14:20～ピースタイムフル     

14:45～アイドルーム ＊ひろしまMAPLE☆Sさん 

16:15～半崎美子     

16:50～香 音 

17:25～石井里佳     

17:50～ Dance Dance Danceバトル 

■ブース 

★アーティストのプロモーションブース  

★AH!飲食まじ宣言ブース  

＊Hoo 街文化情報ブース 

 

【6月7日(日) 出張AH! 開催！】＊ＲＥＰＯＲＴは次号で！ 
＊広島電鉄株式会社 千田車庫「路面電車祭り特設ステージ」  天候：晴れ 観客動員：4,500人 

■ステージ 

MC：TOMOT 

11:30～ オープニング 

11:35～ エル・コンボ・デ・ラ・パス  

12:10～ おんがくこうじょう 

12:45～ STUDIO One ｓe1f＆STUDIO LINKS（ダンスショーケース） 

13:05～ Masakazu（ヨーヨー） 

13:20～ etto-etto 

13:35～ りる～つ 

14:05～ YUICHI ライブペインティング 

14:20～ 佐々木リョウ 

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

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！ 
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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 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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!  

７月１８日(土) スペシャル企画「広島STREET魂」  

８月２２日(土)  スペシャル企画「広島ストリート・タイムトラベル」 

アリスガーデンで！ 

 

  

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】ＩＮＤＩＫＥＴ 参加アーティスト募集！ 
 └──────────────────────────────────────────── 

 
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 

今年もやります！ 
 

【インディケット‘15 概要】 

日時：2015 年 9月 20日(日)、21日(月－祝日) 2 日開催 12：00～20：00 

会場：広島市中区アリスガーデン  

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

＊インディケットとは、インディーズとマーケットを組み合わせた新しい造語です。広島をインディーズ アーティス

トのメッカにしようと、音楽、ダンス、パフォーマンス、アートと、ジャンルを超えて自主制作作 品のマーケットとプロ

モーション・ステージを行うイベントとして 2005 年以来毎年開催され、今年11 回目を迎えます。 

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 

＊2014 年実績：エントリー・アーティスト＊36 組の参加（音楽系：22 組、ダンスパフォーマンス系：8 組、アート系：6

組）  ＊来場数：二日間のべ約16,000人 

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

エントリーアーティスト～募集を開始しました！ 

★エントリーは３部門 
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《Ａ》音楽部門《ライブステージ（15分）＋ブース出店（CD/ﾁｹｯﾄ等) 》 

第二次募集～・（ただし公共広場のため音量規制がありますので、バンド出場枠は限定されます。） 

☆ステージ持ち時間：1５分（オリジナル作品の発表） 

☆ブーススペース：物販出店（プロモーションステージ前後約 2 時間を予定）、 

０．９ｍ×０．６ｍ（長机の半分） 

☆参加料（イベント協力金）：￥３，０００   

《Ｂ》パフォーマンス部門《ライブステージ（5～10分）＋ブース出店（実演/ｸﾞｯｽﾞ等)》 

☆ステージ持ち時間：５～１０分  

☆ブーススペース：（プロモーションステージ前後約 2 時間を予定）０．９ｍ×０．６ｍ（長机の半分） 

☆参加料（イベント協力金）：￥２，０００ 

《Ｃ》アート部門《ブース出店のみ（作品･実演等・出店は原則2日間）》 

☆ブーススペース：１ｍ×２ｍ  ＊ブース用長机は一つまで貸出可 ＊ディスプレイ用品は各自ご用意ください 

☆参加料（イベント協力金）：￥２，０００ 

※ライブハウス、レーベル、ダンススタジオ、劇団、ギャラリー、デザインスタジオ、アート教室、 

インディーズブランド等の出店・出展も可。 

 

★募集期間：８月31日(月)締切 

★エントリーアーティスト発表 ９月４日（審査結果はメールでお伝えします。また公式サイト、FBページにて発表） 

 

 

■お問合せ：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 FAX：082-545-7612 E-MAIL：info-desk@indiket.net 

★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 

 

 

 

┏┓ 
┗■ 【５】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、
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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 

 

【4/12(日)のひろば】 

    
   孫とひげじーとけん玉と❤      ダイナマイト爆発寸前?!      只今準備中      火っておもしろいのよ・・・ 

 

   
「みっちーの自遊写真展」を見るこども     カミちゃんと鬼(中学生初！ゆうえん隊)  「けん玉おじさんがひろばへくる～♪」 

    
けん玉をつくる(右:大学生ゆうえん隊)   少年たちの大志よ！      疲れたら一休み・・・     小さな穴掘り名人   
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ひろば後・・・もうひとつのひろばが❤ 

 

【4/26(日)のひろば】 

   
ハンモック設置を若者へ伝授する緑のおじさん            小さなひろばで・・・鯉のぼりをつくってる♪ 

   
秘儀！ロープであみあみの術！！    秘儀２!ハンモックへ変身の術！ 「きゃぁっ？！」・「？！」 

   
2対1の丁度良いバランス❤ 「なにしてるの？」「ん？…クギ打ってんの。」 大人カフェ(大人の憩いの場)に緑のテント入りました 

  
    兄弟のランチタイム～「ひとやすみ～ひとやすみ～♪」           看板むすめ❤  

 

今年度も月2回、中央公園で「自遊ひろば」を開催することとなった。4月初回の日、「けん玉おじさん」がひろばへ

遊びに来てくれた。大人たちは懐かしさと披露される技への挑戦心に長く楽しんでいたが、子どもたちは30分もしない

うちに自分たちの遊びの方へと戻っていった。 

外からよぶワークショップ形式の在り方では自遊ひろばには馴染まないように感じた。しかしながら、都市公園で遊
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び場づくりの普及を担っていくためには、ワークショップ形式ではない在り方で遊びの刺激を取り入れられるような形

を考えていきたい。自分たちでできることを、親やひろばに関わる人の得意分野を活かして遊べる方がおもしろい。つ

ながり拡がっていく。子どもと大人が共存し合える自遊ひろばらしい。地縁のない中央公園において、ひろばの大人た

ちが遊ぶ子どもらの地域の見守るおじさんおばさん的な存在になっていきそうな予感も感じる。 

 

 

１，ひろば活動 

・４月１２日(日) 晴：参加者 160名（R 81名･新 79名/リピート率 50.6%）、ゆうえん隊 11名 

  ○13:00頃～「けん玉おじさんがひろばへやってくる」、自遊写真展 

・４月２６日(日) 晴：参加者 110名（R 72名･新 38名/リピート率 65%）、ゆうえん隊 9名 

 ○鯉のぼりをつくろう、大人カフェ用テント設置、遊会(大人会議):ひろば活動について 

   

２，個人協賛金・寄付品について 

・１２日(日)：２，３３０円／食べ物、焼く物、飛行機・ゴム鉄砲(100歳のおじいちゃん、金井さん) 

・２６日(日)：２，３００円／食べ物、焼く物 

 

    

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、アンケート集計等 

・ひろば活動の準備（備品購入・整理、アンケート、名簿、報告等） 

・学生ボランティアの調整、連絡 

・ＳＮＳの管理 

・広報、諸連絡等（4/12けん玉おじさん(砂原さん)、救急法講習(フレフレ谷口さん)）  

・年度末活動報告書作成、提出 

                             （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 

 

６/１４（日）・２８（日）   ７/１２（日）・２６（日） 

８/９(日)・２３(日)    ９/１３(日)・２７(日) 

 

ひろばのじかん 10:00～16:00 

参加無料！ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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┏┓ 
┗■ 【６】 文化交流プロジェクト NOW 
 └──────────────────────────────────────────── 

新規取組 発信発進！ 

 

HOO（Hiroshima Omatzuri Otoko）   

広島市で展開する注目イベントの情報を発信しています！ 

https://www.facebook.com/hiroshimaomatsuriotoko 

街文化促進のためのSNSを活用した情報発信事業です。（中区・区の魅力と活力向上推進補助事業） 

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

 

 

   ──────────────────────────────────────────── 
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、広島で注目のアーティス

トを紹介しています。 

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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┏┓ 
┗■ 【７】 大イノコ祭り２０１５ NOW 
 └──────────────────────────────────────────── 
 
 

「大イノコ祭り」2015 

 

今年も「大イノコ祭り」！開催を目指して準備しています！ 

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

広島に伝わる亥の子祭りの精神を受け継ぎながらも、現代の感性で表現した祭りです！ 

■開催日:平成27年11月7日(土)・8日(日) 雨天決行  

■場 所：袋町公園（広島県広島市中区袋町9番） 亥の子巡行／本通商店街・金座街商店 

■主  催：大イノコ祭りを支える市民の会 

＊「大イノコ祭り」の主旨に賛同した市民有志が集まり、この祭りを市民の力で応援しようと設立されました。 

協賛を集めています！ 

88本の竹、竹主になっていただきます。1本：2万円（個人なら連名でもＯＫ！） 

 

昨年の記録展示（市民交流プラザ5月24日～6月1日） 

◎お問い合わせ先 

「大イノコ祭りを支える市民の会」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      fax：082-545-7612  

mail：ooinoko@cetra.jp 

 

 ■大イノコ祭りＨＰ  http://inoko.webcrow.jp/ 

 

 

 

今月の「セトラ通信」は以上です。最後までお読み頂き、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/ 
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━━* 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◇ 


