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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 まずは私事ですが、博多にいる娘と喧嘩してしまいまして現在絶縁状態。まっ、私の不用意な一言が原因なので、向こう
の気が治まるまで待つしかないと思っております。そんな微妙な心境の中、スターウォーズのコスプレの準備を着々と進め
ております。10/25(日)のオリエンタルホテルでの「ハロウィンナイト」と、10/31(土)の松川氏主催の「ハロウィンパレー
ド」に参加します。貴方も是非ご一緒に、日頃の憂さを晴らしましょう！ 
 さて、９月は１０月から引っ越してきた「インディケットひろしま」が開催されました。今年で１１回目！年々定着して
きて音楽関係の参加希望も増えているのですが、アート系がちょっと寂しかったかな。しかし内容は充実していたと思いま
す。また新企画として翌々日に楽座で行った「INDIKET TV」。RCCさんが編集してくれた動画を見ながら、石澤氏と松川氏が
フリートークして、それをネットで中継するという試み。この二人の掛け合いが絶妙！ 年代が違うので、それぞれに思い
が微妙にずれていて、それをお互いが突っ込むという構図が非常に面白かったです。これは是非、月一でやって欲しい！ 
 １０月１０日には、午前から午後２時まで東照宮の通り御祭礼が、そして１６時からは広島ファッションウィークのナイ
トランウェイがアリスガーデンで開催されます。忙しい１日になりそうです。石丸氏がどちらにも関わっているので、また
大変なことになりそうで心配です。応援してあげてくれ下さい。特に通り御祭礼ではボランティアが足りていないようです。
お手空きの方はご応募をよろしくお願いします。何十年に１度のお祭りですから貴重な体験になると思います。またナイト
ランウェイは、玉城ティナちゃんのトークショーや豪華モデル陣によるファッションショーが無料で楽しめます。ご興味の
ある方は是非どうぞ。私もスタッフの一人として立っておりますので。 
 そして１１月７・８日開催の「大イノコ祭り」も迫ってきました。これから準備も最終段階。関係者の方は、会議に必ず
出席して役割分担を確認するようにお願いします。次回は１０月５日(月)です。 
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 
 暑かった夏も終わりをようやく迎え、アリスガーデンの花壇も来春に向けての花にシフトする季節になって来ています。
しかしながら9月前半、中頃には涼しい日が続いていたのですが、終盤になり、遠くにある台風の余波の影響なのか、日中
とても暑いです。もう少し、気候状況を見ながら植物の植栽をして行きたいと思います。 
・・・少し涼しく切ない風が吹きますが、秋になれば祭りのシーズンですね。地元では今年も俵御輿や、神楽もあります。
いろいろあった一年でも祭りの日くらいは、笑顔で楽しみたいですね。 
 
・・・・・さて！！大イノコ祭り。今年もやりますよ！！！              報告：（オザキ マサヒロ） 
■アリス定期活動 
  9月17日（木） 
     参加者     グリーンプロジェクト4名 
     作業内容          清掃・除草・剪定・散水 
 
    ＊夏明けのアリスにしては、例年になく花壇は比較的に落ち着いている。主に除草、剪定が中心の作業。 

セ ト ラ 通 信 
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◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
 シルバーウィークと称された連休、皆さんどのように過ごされましたか？ ９月は、人間は自然の前では無力だとつきつ
けられた日々の連続でしたね。 
 我が倶楽部は、１１月のメーンイベント「袋町小学校１年生児童との花育活動」のためのパンジーの育苗にハラハラドキ
ドキの日々を過ごしました。雨が続いたり、風が強かったり思うような条件が揃わなかったにも関わらず、ポットあげに集
まった苗は立派な苗に成長していました。これも何年も積み重ねた経験からでしょうか。新種の発芽率はやはり他の苗より
劣っていましたが、少ないなりに青々しく育っております。この苗が１１月１１日の本番に凛々しい姿で子ども達の前に登
場してくれるよう祈るばかりです。 
 ポットあげが済んで、やっと気を抜くことが出来たと清々しくホッとした安堵の笑顔！を交わし、３時間近くの立ちっぱ
なし作業の疲れも吹き飛ばしたメンバーでした。 
■活動報告 
  ★９月 ９日  定例作業 プラザ周辺の焦げ鉢・大型コンテナ・ハンギングの手入れと施肥 
     ２４日  「袋町小学校１年生児童との花育活動」のパンジーのポットあげ 
■活動予定 
  ★１０月 ６日  ヤマサキ 広島 西風新都工場・屋上庭園見学  ＜自由参加・申込要＞ 
           植物公園見学 
  ★１０月 ９日  花と緑の広島づくりネットワーク 

＜自由参加＞ 交流サロン・栽培講習会１ （於：植物公園） 
  ★１０月１４日  定例作業 
  ★１０月１９日  花と緑の広島づくりネットワーク 

    ＜自由参加＞ 交流サロン・栽培講習会２ （於：相田第６公園） 
 

━━* 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 
 └─────────────────────────────────────────────── 
報告はお休みしますが、通常の活動はいつも通り継続しております。                   （本山） 

８月に行った活動 
● 袋町公園美化・定期活動➡➡ゴミ収集と除草を行いました。 
● 道の里親制度・➡➡➡➡袋町公園周辺市道の清掃活動を行いました。 
● 並木通り美化活動➡➡➡花壇に 花の植え込みを行いました。また、ロータリーの花木の剪定を行いました。 
１０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】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。 

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

８月２２日 ＡＨ！ REPORT  
8月のAH!も、炎天下での開催となりました。この日は、インターンシップとしてAH!のスタッフとして参加するまみちゃん
が、MC TOMOTのアシスタントに！ 
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そして、ステージのオープニングは、もちろん、チャーリーダンススタジオのみなさん！ 
続いてファーストチャンスは、松田裕馬さん、はるさん、岡本航さん、希望さん、ハナサカシゲオさん 
5組が対決！ 

     
優勝は、松田裕馬さん（上・右）。5組の中で唯一のインストゥルメンタルでの挑戦でした。 
そして、手紙家 くまさんによる大書パフォーマンス。 生き生きとした文字！ 

  

ピースフルタイムは、 
この日は、どうしても出演ができなくなってしまったあっくんに替わり，急遽、坂口直樹さんが東和空さんとコラボしまし
た。 

   
平和への想い、幸せ、そして、いつもはこのステージに立っているあっくんのこと……温かいステージになりました。 
続いてYarukistのお二人によるステージ！ 
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けん玉ワールドカップ2015の公式応援ソングも、技名とともに披露されました。 
IDOL-ROOMは、カプセル＋のみなさん。（下・左） 

  
さらに、the GALAXY☆CATのみなさんが登場！熱気は最高潮！（上・右） 
そしてこちらも熱い、Beatboxバトル。 

   
優勝は、りきやん さんでした！ 
最後のコーナーは、ストリートの音楽シーンにスポットを当てた広島ストリートタイムトラベル！ 
ONE MOUNTAINさん、柔和智也さん、槇平れんさん、アマウチケントさん、とりさん、藤江潤士さん、 
坂口直樹さん、pegさん 

    
 



 5

     

若手からベテランまで、8組登場の豪華ステージ。ストリートタイムトラベルのタイトル通り、 
広島のストリートミュージックシーンの歩みを、目の当たりにするライブとなりました。 
 
ブースも色々！ 

AH!常連となったカメレオンさん、そして、藤田商店さん。 

   

さらに、坂口直樹さんによるメモリアルポエムのブース。手紙家くまさんの書きおろし――（上・右） 
ステージもブースも楽しめるAH!です！ 

（文章：近藤倫生） 

【9月18日(土) AH!】＊ＲＥＰＯＲＴは次号で！ 
ゴスペルシンガー「Nob」来広記念スペシャル 
天候：晴れ  観客動員数：5,800人 
■ステージ 
12:00 CHARI-DANCE-STUDIO  
12:45  Alice-First-Chance 清水未沙樹 茶夏 DIFFERENT SOR（ダンス）ベストチャンス賞 SORA ダンス  
14:00 大書パフォーマンス～手紙屋くま～   
14:10  Peaceful-time【参加型書道パフォーマンス】 あっくん 
14:30 ダンスバトル 優勝 EXIT  
15:40 クラブシーン DRIBBLA、DANDIMITE、TAKKINAL-D  
16:30 アイドルームQUNQUN 四色定理 GINGANEKO  
17:40 ビートボックスバトル 優勝 山本  
18:40 スペシャルライブ Nob （ゴスペル） 
■ブース 
★アーティストのプロモーションブース（手紙屋くま）  
★Hoo街文化情報ブース   
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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！ 
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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 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
後期 イベントガイドブックができました！ 

  
 

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!  

      １０月１７日(土)  アリスガーデンで！ 

 
 
 
┏┓ 
┗■ 【４】ＩＮＤＩＫＥＴ 終わる！ 
 └──────────────────────────────────────────── 

 
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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【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 

＊来場数：二日間のべ約12,000人 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

■エントリーアーティスト 

【音楽部門】23組 

「LaunchPad」 ／ 「Gamers」（エレクロトニカ・ロック）、3dogs（ポップス）、川西晃（ＡＧ弾き語り）、湊ヒロミ（ア
コースティック）、yokobe with tsuka（フォークロック）、由希子（歌）、歌遊亭 円生（フォークロック）、神南昌一
（J-POP）、フレンチトースト（ローカルアイドル）、めぐ（Pops）、うずら（キーボード弾き語り）、万貴音（ポップス）、
「Qoooo」（エレクロトニカ・ロック）、阿漕な兎（Pops）、お母さんシンガーソングライター しまひろこ（JPOP）、槇
平れん（弾き語り）、モノトーンズ（ロックンロール）、Takeshi（フォーク）from Fukuoka、Roots（ロックミュージック）、
Yarukist（Rap music）、manman（POP,JAZZ,FUNK,LATIN）from Tokyo、香音(Pops) from Tokyo、ネコレクション（Rock）
from Osaka 
 
【アート部門】11組 

手紙家『くま』（あなたを見て手紙書きます。）、広島経済大学インドネシア国際貢献プロジェクト（コインケース、ポー
チS,M,L、バッグインバッグ、ランチョンマット、コースター）、Everlasting Flower （アクセサリー・ソイキャンドル・
つまみ細工・ワックスサシェ等）、吉川信久（ブレスレッド・ペンダント・オブジェ等）、笑顔絵 松本涼子（似顔絵実演、
ポストカード）、はんこ屋 Honono（手彫りはんこ）、ミエリＴシャツ制作部（オリジナルＴシャツ ポストカード）、『Blue 
Candle』（オリジナルキャンドル）、Pokoclove（ハンドメイドアクセサリー）、某月吉日にがおえがお（似顔絵実演 ポス
トカード・手描きＴシャツ）、小谷久美（天使と女神の人相リーディング） 
■ゲスト出演：ボーカリストＮＯＢ 

 
●受賞者 

【音楽部門】売上ナンバーワン賞：Yarukist 売上ナンバーツー賞：香音、売上ナンバースリー賞：フレンチトースト 【ア
ート部門】売上トップ賞：吉川信久 【皆勤賞】うずら 
 
■ＩｎｄｉｋｅＴＶ 

9月23日 (水-祝日) 18：00～ ライヴ楽座  
9月20日～21日にアリスガーデンで行われたIndiket15を、当日のライブ映像映像を見ながら、司会の石澤良一とトモテ
ィが、独断と偏見で選んだ切り口で、当日言えなかった情報、裏話を交え、軽妙なおしゃべりで振り返り、Ustreamで中継
しました。 
後半は参加アーティストの中から「うずら」の弾き語りライブを楽しんでいただきました。 
 
■音楽部門の当日のライブ映像がRCC特設サイトで配信されています。 

どうぞご覧下さい！！ 
http://www.rcc.jp/indiket/ 
ＲＥＰＯＲＴは次号で！ 
★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 
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┏┓ 
┗■ 【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、
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 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

【７月レポート】 （報告：ゆうえん隊 六百田） 

７月に入り、堀川での川遊びに涼を求めてやってくる親子で引き続きにぎやかになるであろうと思っていたひろば。予想に
反し、夏休みの初めの日曜日でさえ、子どもの数が３０～４０名と通常の半数となりました。 
子どもの遊び場づくりの活動なので、案に人数が多いからいいというわけではありませんが、参加者数の増減は連れてくる
親御さんの意向が割と反映するのが中央公園という場所柄で、自遊ひろばの宿命的なところでもあります。そこをどのように
伝え、普及させていくか。そもそも子どもたちは、楽しいことが大好きだし、夏でも冬でも季節にかまわずもてる体で思いっ
きり遊びたい。興味の先に没頭しちゃう彼らが、クーラーの部屋に閉じこもっていてばかりでは体の機能も感覚もにぶっちゃ
う。そんな環境があるのに知られてない、知らせられていないというのは私たちの課題ともするところなのですが。   
実際、ひろばでは大きなケヤキの木陰が意外にも風の抜け道となって涼しく過ごせちゃうんです。小さな堀川には太田川か
ら水がくみ上げられ、人工的な川にしてはカニやメダカ、シジミにフナ虫までいます。子どもたちは足でジャボジャボとつか
りながらブラシで川掃除をしたり、小さな意外な生き物を見つけたり、はたまた本気の輩は水着をきて大きなタライを川に浮
かべて一寸法師のように流れて行ったりとそれぞれに楽しんでいます。見ている大人は時々掃除を手伝ったり、木陰で語らっ
たり、水をかけられたりと意外にも!!涼しく過ごせちゃうんです。自遊ひろばではそんな“意外な発見”がたくさんあります。
見守り隊(親)主催の「どうぞマーケット」も始まりました！今後のラインナップも楽しみに、ぜひ、遊びにいらしてください
ませ♪ 
 
１，ひろば活動 
・７月１２日(日) 曇：参加者 ３９名（R ２８名･新 １１名/リピート率 ７２%）、ゆうえん隊 ７名 
○第一回「どうぞマーケット」開催→１０００円弱の収入 
○遊会:古着の寄付の取り扱いについて、穴掘り隊、もっこ直し隊について、 

８/２３のひろばの日の団体参加要請について 
・７月２６日(日) 晴：参加者 ３４名（R ２５名･新 ９名/リピート率 ７４%）、ゆうえん隊 ６名 
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   ○「夏だ！そうだ！川へはいろう！」にて、川メインの遊び場の配置をする 
   ○遊会:忘れ物の取り扱いについて、８/２２ひろばの団体受け入れについて、８/２３そうめん流しについて 
２，個人協賛金・寄付品について 
・１２日(日)：３００円 
・２６日(日)：１，０５０円(「どうぞマーケット」含) 
古着:段ボール９箱分(見守り隊(親)の知り合いより) 
その他、飲食料品や物品等を提供いただく。    
３，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 
・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  
４，その他の活動 
 ・みどりいきもの協会(中央公園の指定管理業者)へ堀川の水を流してもらうよう連絡する。 
また川掃除についても川遊びが盛んになる前に一度、業者で行っていただけるよう市を通して連絡要望する。 

・７/２４:市民交流プラザの市民活動のきっかけづくりの講座にて、自遊ひろばを紹介する。(野村)               
 ・８/２２の団体受け入れに伴い臨時のひろば開催にあたり市ヘ、公園使用許可、駐車場許可を申請 
 ・８/２３のそうめん流しについて市へ開催の相談 
・市へ広報の相談→９月に小学校３年生以下・幼・保へチラシ(アニバ日程入り)の配布協力願い 
 
 
 
 
 
【7月12日ひろばの様子】 

   
ひろばの日～始まりの朝にて～      子どもとおんなじ顔のお母さん♪  色とりどりの中に筆踊る♪ 

  
ひろばに来はじめてこの方々は、火の虜♥       方向確認、よし！とりあえず・・・発射！！！ 
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ビー玉焼いてる顔がもう職人っす！！       団子つくってる。どうやら中の具はビー玉ね。 

  
どっひゃ～っ！テーブル(の上)がたおれちゃった～！ 「どうぞマーケット(古着リサイクル市)」の準備をする見守り隊 

  
かーちゃんと次男のツーショット～♥熱中症にはご注意を♥ 

 
【7月26日ひろばの様子】 

  
じいちゃんと子どもたちの気合で！             お。いいもんめっけ♪ 
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娘の緊張感で?!ロープがピーン  涼しげ～～に只今漂流中       地元スタイル～基町っ子～ 

   
包丁のようにしてっとΣ(ﾟДﾟ)!?   秘儀！顔で食べる!! 「どうぞマーケット １００えんから」・・・どうぞ～♪ 

 【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 

 １０/１１(日)・２５(日) 

ひろばのじかん 10:00～16:00 

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

HOO（Hiroshima Omatzuri Otoko） 
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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） 
 
7月までスタッフ体制が定まらず、動画配信の頻度が少ない状況がつづきましたが、8月よりやっと体制が整い、情報発
信コンテンツも充実してきました。今後情報発信コンテンツ獲得方法、編集発信技術等、スキルノウハウを積みことで継続
的な改善を行いつつ、アクセス数の増加を目指しています。 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ──────────────────────────────────────────── 

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
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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。 

 

＊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.２  ７月１９日～  ９月２７日  

美音異星人アート「エイリアン・ハート」  

●ギャラリートーク 実施！ 
「美音異星人のエイリアン・ダンス！！」広島市の最も賑わう夜の

街に美音異星人が出現！！仏壇通リからジャミンバーに乗り込むパ

フォーマンス＆ギャラリートーク！！ 

8月29日・9月27日  

○出演：美音異星人、美音ピンクダンサーズ数人    

  
ただ今、Vol.３ 木村國夫 展 準備中！ 
 
 
 
┏┓  【７】 大イノコ祭り ２０１５ 
┗■ └──────────────────────────────────────────── 
 

「大イノコ祭り」2015 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
今年も袋町公園で・・・「大イノコ祭り」！！！ 

 「いのこ、いのこ、いのこもちついて、 繁盛せい、繁盛せい……」亥の子祭りは、旧暦の１０月（亥の月）上旬の亥の日、
子どもたちが白い息を吐きながら亥の子石をついて地域を廻り巡る、広島に古くから伝わるお祭りです。 
この亥の子祭りが、８８本の竹の力によって空中に１．５トンの大石を吊り上げる『イノコインスタレーション「石動（い
するぎ）」』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、広島の新しい伝統・・・古くて新しいお祭りです。 
 
【日 時】 平成２７年１１月７・８日（土・日） 雨天決行 
【場 所】 ・メイン会場：袋町公園 

・亥の子巡行：本通り商店街、金座街商店街 
 【内 容】 
 大イノコ（両日昼）：7日11：30～ 8日13：00～ 大石を地面について幸
福を願う 
亥の子巡行：7 日 10：00～ 子どもたちが商店街を巡り、伝統的な亥の子
祭りを行う。 
 祝宴（両日夕方～夜）：音楽・ダンス ～参加型の祝宴空間～ 
 折り鶴の「お焚き上げ」、グルメ屋台、竹細工コーナーなど 
 

【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。 

ポスターができました！ 
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引き続き、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！） 

 
【問合せ先】 大イノコ祭りを支える市民の会事務局  e-mail：ooinoko@cetra.jp 
 ＴＥＬ：（０８２）５４５－７６１１ 
 ＦＡＸ：（０８２）５４５－７６１２ 
 

詳しくはホームページで 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/ 

 
━━* 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◇ 


