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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 日に日に寒さが増す今日この頃ですが、皆さん、体調はいかがですか？ 私は不覚にも風邪を引いて1日寝込んでおりま
したが、十分に睡眠を取って復活いたしました。しかし相変わらず膝痛には苦しんでおります。ヒアルロン酸注射をしてい
るのですが効きません。良いお医者さんに心当たりのある方は是非ともご紹介下さい。さて断絶状態だった娘が、その原因
であった２級建築士の試験に合格しまして、めでたく和解となりそうです。皆様にはご心配をお掛けいたしました。 
 11月初めには「大イノコ祭り」が無事に開催出来ました。ご昨年よりもスケールダウンしたことにより、かえって祭りら
しさが増して、その造形美と共にとても素晴らしい空間と時間が作られたと感じました。本当に頑張った「大イノコ祭りを
支える市民の会（若イノコ衆）」の皆さん、本当にお疲れ様でした！ そして、ご協賛下さった「竹主」の皆様もありがとう
ございました！ 協賛頂いた本数は８８本中、８３本分で予算額にギリギリ達しました。感謝申し上げます。さて、来年こ
そは雨に降られないことを祈るのみですね。また12月22日(火)には楽座にて「打ち上げ」を開催します。 
 その前の10月に開催された「広島ファッションウィーク／ナイトランウェイ」もスケールダウンしながらも、内容的には
充実した物になったと思います。パルコさんの主導ながら、中振連と福屋さんが協力するという、前代未聞の協力体制は本
当に感動的でした。福屋さんの「屋上アートプロジェクト」と共に、広島市中心部の新たなうねりを感じます。 
 新たなうねりと言えば、大イノコ祭りの翌週に開催された、うらぶくろ商店街さん主催の「The Trunk Market」もスゴか
った！ こちらも1日目が雨という不運にもかかわらず、次の日は大変な人出。今回で5回目だけど、倍々に増えている感
じがしますね。これも中心部の盛り上がりに大いに貢献しているとうれしく思っています。 
 そして今年で１４回目となる「えべっさん」が開催されました。本山隊長率いる「おそうじ隊」も、総勢４０名のボラン
ティアの皆さんに支えられ、無事に終えることが出来ました。皆さんお疲れ様でした。そして、ありがとうございました。
ただ、お祭りの後にヤンキーによる騒動があったのが残念でなりません。 
 今から師走ですね。市内では「ドリミネーション」も始まっています。金座街のカラー舗装も、完成に近づいています。
これからも、もっと中心部と広島市が盛り上がることを期待しています。 
 それでは、今月もセトラ通信をごゆっくりお読み下さい。      （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 
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。                 （尾崎） 
■アリス定期活動 
 ★１１月１２日(木) 
   参加者：セトラグリーンスタッフ3名 
  作業内容：植え替え・(使用植物／ビオラ・ノ－スポ－ル) ・散水作業・清掃活動 

 
◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
夕暮れには、秋の日のつるべ落としが実感され、物悲しく感じる今日この頃、皆様、風邪をひかれず元気にお過ごしでし
ょうか？ 去る１１月１１日（水）、我が倶楽部のメーンイベントである「袋町小学校児童との花育活動 秋の部」が天候に
恵まれ、無事に終えることが出来ました。コンテナ１基に生徒２名、大人１名で１２苗を植込みました。今年の１年生は、
とても落ち着ついていて先生が注意することなくじっと説明を聞ける子ども達でした。 

セ ト ラ 通 信 
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 来年５月、成長している子ども達に会うのが楽しみです。今年は、ヤブランの手入れも丁寧に仕上げられ、すっきりとし
た焦げ鉢となりました。少し足を止めて、きれいに仕上がった鉢を見ていただけたらと願っております。宜しくお願い致し
ます。 
午後からサークル花壇の植替えを行いました。今まで何年もこの作業を続けておりますが、花苗を目の前に呆然と立ちつ
くしたのは初めてでした。今までは、色・個数も合わせてあり、何ら問題も無く、楽しく植替えをしておりました。今年は、
色も数も種類もバラバラで、水枯れしかけたもの、長く置かれて根が渦を巻いたものなど寄せ集められた哀れな苗に驚きは
隠せず、広島市の財政悪化緊迫が増してきたのか？と思わざるをえませんでした。「市民の皆さん！！無駄を正し、もっと声
を出さないと！！」と思わず、口にしてしまいました。秋の長雨で、しっかり根を張って行きかう人々を癒して欲しいと願
っております。 
                                    （報告：ソーシャルガーデナー倶楽部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        袋町小学校１年生たちと、小学校・ひと・まちプラザ前のプランターの花を植え替え 
 
■活動報告 
 ★１１月１１日（水）  袋町小学校児童との花育活動 秋の部 
 ★   １４日（土）  ビオラのハンギングリース講習会（希望者のみ） 
                   植物公園 秋のガーデニング講座 
■活動予定 
 ★１１月１６日（月）  花と緑の広島づくりネットワーク講習会（希望者のみ） 相田第七公園 
 ★   ２５日（水）  ハンギングの植替え 
 ★１２月 ９日（水）  定例活動・新年を迎える美化活動 
 

━━* 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 
 └─────────────────────────────────────────────── 
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） 
◎１０月、１１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 ⇒⇒⇒⇒⇒１１月１２日(木)花の植え替えを行いました。 
◎１２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

┏┓ 
┗■ 【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、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。 

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

１０月１７日 ＡＨ！ REPORT 
晴天のアリスガーデン。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！ 
福屋向かいベルプラザ5Fにあるダンススタジオ。35年の歴史があります！今月も躍動感とエネルギーあふれるダンスがAH!
のステージを彩ります。 

            
 

   

そして，ファーストチャンス。今月は4組が登場！実力伯仲の中，柔和智也さんが優勝しました。 
番外編でアリスカフェのお兄さんも登場してくださいました！ 
 
つづいて大書パフォーマンス 手紙家くまさん。 

   
ですが……様子が……突然のダンス！高校生のダンスユニットinfinityのみなさんです！ 
書とダンスがコラボレーションしました。 
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さらに，ステージはピースフルタイムへ。 
あっくんと東和空さんによるコラボが2か月ぶりにAH!に帰ってきました！ 

   

生きるということ，しあわせということ，大切なことに気づかされます。 
 
ダンスバトルは，6組のトーナメント！目まぐるしい展開に一瞬たりとも目が離せません。 

    
もちろん，こちらも見どころ。Nabeさん，Heroさんによるダンスショー！！ 
そして，しびれるバトル展開の決勝戦。 

    
制したのはSSBでした！11月のAH! えべっさんスペシャルでは，いよいよグランドチャンピオンを決めます。 
 
続いて，こちらも大人気，IDOL-ROOMのコーナー。今回は，名古屋からAND CRAZYさん，福岡からパピマシェさん，そし
て地元広島のGINGANEKOさんの3組が登場しました！コーナーエンディングでは，MC TOMOTY発案で， 
GINGANEKOのみなさんの「キス顔！？公開」をかけたコーラ一気飲み対決も！ 
結果は……AH!のFacebookページで公開中です。 
→https://goo.gl/AFQhrB 
約一名，スタッフ参加のまみちゃんもとばっちりを受けております。そして，ステージは雰囲気がガラッと変わり…… 
槇平れんさんが登場！AH!の姉妹イベント INDIKETでも注目を集めた10代のシンガーソングライターです。10代の感性で
生み出されたその楽曲，歌声は必聴，要チェックな存在です！ 
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さらに，ここからステージは盛り上がりを見せます！JACK IN THE BOX 広島キャンパスコレクション2015， 
ファイナル出場者を公開で決めます！特技披露では，サッカーやバスケ。歌。 

   
 

   
バイクでの登場――TOMOTYが技を受けたり……  
ミス・ミスターともに個性豊かです。 
JACK IN THE BOX 広島キャンパスコレクション2015の公式サイト 
→http://www.hiroshima-campus-collection.com/index.html 
Facebookページ 
→https://www.facebook.com/Hiroshima-Campus-Collection-by-jack-in-the-box-1409931189237263/ 
など，ぜひチェックしてみてください！ 
 
ビートボックスバトルは，8名のBeatboxerが登場！クールに，コミカルに，ホットに―― 

    
闘い方も十人十色です。そして――観客の支持を勝ち取り見事優勝に輝いたのは， 
あずびーと さんでした！ 
 
ブースもなかなか多彩です。 
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文教女子大学の学生さんによる子育て支援のボランティアグループ「ぶんこ」のみなさんによる 
子育て支援ブース。 

   

姉妹イベントINDIKETでアート部門No.1に輝いた吉川信久さんによるハンドメイドアクセサリー， 
イラストレーター松本涼子さんによる「笑顔絵」。 
手相占い，もちろん，くまさんも！ 

  
（文章：近藤倫生） 
 
【11月20日(金) AH! えべっさんスペシャル！】＊ＲＥＰＯＲＴは次号で！ 
天候：晴れ  観客動員数：5,500人   
■ステージ 
17:00 AH!プレミアムライブ 石川真帆 
17:20 AH!プレミアムライブ 香音 
17:40 HIROSHIMA CLUB SCENE 
18:00 チャーリーダンススタジオ 
18:30 BEAT BOX バトル クライマックス 
19:30 ダンスバトルクライマックス 
■ブース 
 ★Hoo街文化情報ブース  ★JOYpoy占いブース 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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） 
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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 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
次回のAH!  

１１月２０日(金)  えべっさんスペシャル！ 

 
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/ 

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

【９月レポート】 （報告：ゆうえん隊 六百田） 

 今年の4月から月に一度、101歳のおじいちゃんが子どもたちのために作った紙飛行機と割り箸銃を届けてくれていた方がい
らっしゃいました。ひろばで子どもたちに手渡すとみんな興味津々。その丁寧な作りに大人も欲しくなっちゃうほど。中には、
割り箸銃を改造して毎回ひろばに持ってくる子どももいました。そんな中、夏の暑さが和らいできた９月の終わりに、ついに、
101歳のおじいちゃん本人がひろばへ来てくれることになりました。 
 当日は、ちょうどお月見の日だったこともあり、お母さんと一緒にお団子づくりが始まって。まだかなまだかな、と子ども
たちもおもてなしの準備にひろばはなんとなくドキドキそわそわ。 
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午後になり・・・ついにおじいちゃんの登場！！もってきてくれたたくさんの紙飛行機と割り箸銃を机に並べると、子ども
も大人も集まってきておじいちゃんのお話に耳を澄ます。そして、「どうぞ。」の一言で、あっという間に机の上のものがす
べて子どもたちの手に手に渡っていきました。飛ばし方を聞きにくる子、おじいちゃんとお話ししに寄ってくる子どもも大人
も。「どうやって作るんですか?」「僕も作りたいです。」と真剣な表情で訪ねてきた男の子に「お家に来たら教えてあげる
よ。お母さんに相談しなさい。」とおじいちゃん。少年の目はキラリと輝いていました。 
 この日のひろばは、上は101歳のおじいちゃんから下は5か月の赤ちゃんと、なんと1世紀にわたる人々が集っていたので
す。・・・人が集う「ひろば」。ひろばって、すごいな～。 
 
１，ひろば活動 

・９月１３日(日) 晴：参加者 ７１名（R ４８名･新 ２３名/リピート率 ６８%）、ゆうえん隊 ７名 
○遊会: ９/２７「101歳のおじいちゃんがひろばへ」について 

・９月２７日(日) 晴：参加者 １０９名（R ６５名･新 ４４名/リピート率 60%）、ゆうえん隊 ７名 
  ○遊会：９/２７「101歳のおじいちゃんがひろばへ」 
  ○お月見のお団子づくり 
２，個人協賛金・寄付品について 

・１３日(日)：１，５００円  ・２７日(日)：９５１円  飲食料品を提供いただく。 
     
３，事務局の活動 

・ゆうえん隊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） 
・企画（9/27）の調整、連絡、メディア対応等  ・広報、諸連絡等  
 
【９月１３日ひろばの様子】 

   
落とし穴の作り方            喜び♪            段ボールの矢で獲物を狙う中学生のR君 

 
【９月２７日ひろばの様子】：「101歳のおじいちゃんがひろばへ」 

  
          お団子づくり                       今日はお月見の日 
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そ～っとね             101歳のおじいちゃんがひろばに来たよ♪ 

     
おおじいちゃんが子どもたちのために作った飛行機              よ～くねらって～ 

  
      こっちも。ねらってねらって～                 みたらし団子もおいしいね 

  
        こっちも。団子状態・・・                おじいちゃんとみんなで記念写真♥ 
 



 10

 【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 

１２月１３日（日）・２３日（祝・水） 
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   HOO（Hiroshima Omatzuri Otoko） 
 └──────────────────────────────────────────── 

 

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を活用したイベント情報発信事業です。（中区・区の魅力と活力向上推進補助事業） 
 

動画と記事情報をフェイスブックページで発信しています。情報発信コンテンツも充実してきました。 
「いいね」の獲得を目指しています。みなさまよろしくお願いします。 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
┏┓ 
┗■ 【６】文化交流プロジェクト  『ひろしま夜街芸術“ナイタート” 』 
 └──────────────────────────────────────────── 

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。 

 
＊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） 
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今年度は、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.３  １０月５日～ １２月２６日  

「ヒゲゴジラ」展 回帰 

～「ヒゲゴジラ」こと木村國夫によるナイーブ・ランド～ 
●ギャラリーツアー＆トーク 実施！ 
○飲み呑み、木の人形を作ろう！ 

 ①10月24日(土)19：00～（済み） ②11月28日(土)19：00～ ③12月19日(土)19：00～ 

 集合場所：新地ギャラリー１ 参加費：2，000円  ワンドリンク・おつまみ付き 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
┏┓ 
┗■ 【７】文化交流プロジェクト  「大イノコ祭り」2015 

 └──────────────────────────────────────────── 
大イノコ祭り 

日時：平成２７年１１月７日(土)   9時30分～20時00分 
     １１月８日(日)  11時00分～20時00分 
場所：広島市中区袋町公園 
「亥の子巡行」及び「お練り」：本通商店街・金座街商店街 
主催：大イノコ祭りを支える市民の会 
後援： 
広島市・中国新聞社・NHK広島放送局・中国放送・広島テレビ・テレビ新広島・広島ホームテレビ・広島エフエム放送・ 
ＦＭちゅーピー76.6MHz 
協力： 
袋町地区社会福祉協議会・袋町学区子供会・中町町内会・袋町1区町内会・広島市立袋町小学校・広島市中央部商店街振興
組合連合会・うらぶくろ商店街振興組合・廣島護國神社、日本焚火学会・おやじ活性化委員会・多国籍軍団餅つき隊・広島
文化会議準備会・NPO法人セトラひろしま 
スタッフ・出演者のべ約100名、亥の子巡行参加者約100名、 
「大イノコ」参加者約150名、 
観覧等人出：(2日間)約7,700人 
11月7日(土) 曇り時々雨  4,200人   
11月8日(日) 曇り時々雨  3,500人  
内容： 
11月7日(土) 】  
10：30～ 亥の子巡行 開始（広島本通商店街振興組合主催行事） 
12：00～ 「大イノコ」（おおいのこ）  
（こどもたちが88本の竹の力をかりて1.5トンの大石を空中に吊り上げ、大石をついて福を願った。） 
17：00～ 祝祭 （美しい明かりの演出と音楽で祭りを盛り上げた） 
【11月8日(日) 】  
13：00～ 「大イノコ」（おおいのこ） 
     大人たちが大石をついて福を願った。（自由参加）  
17：00～ お練り（本通を太鼓隊が練り歩いた） 
17：30～ かがり火点火 
19：00～ 餅まき～綱切  
【11月7日～8日】 
◎折り鶴のお焚き上げ 「はばたき」 
折り鶴として広島に集まったたくさんの人々の思いを、お焚き上げによってもう一度自然にもどし、世界中に広げる参加型
セレモニー。 
◎グルメ＆体験ブースの展開 
＊うらぶくろ商店街振興組合「こだわりの逸品屋台」（飲み物、鉄板焼き、炭焼 
き、揚げ物、イノコうどん） 
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＊おやじ活性化委員会（竹酒他）・日本焚火学会（猪鍋他）・自遊ひろば（竹細 
工体験・焼き芋他）、多国籍軍団餅つき隊（お餅つき） 
 
実施結果 
伝統的な「亥の子祭り」の精神を継承しつつも、現代の感覚で再構成した新しい「祭り」を、市民の手で創造し、活力ある
街文化の形成、魅力的な「にぎわい」の創出に貢献し、「新しい伝統」の確立のため、将来につながるベーシックなスタイ
ルが発信できた。 
 
HP: http://inoko.webcrow.jp/ 
Facebook  http://www.facebook.com/ooinoko 
 
 

  

  
 
 
 
 
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.        
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
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◆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◇ 


