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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 
   新年あけましておめでとうございます   今年が素晴らしい年になりますことを心よりお祈りしております 
 
セトラ通信１２月号が、年を越してしまいました。申し訳ございません。昨年中は皆様には大変お世話になりました。お
礼を申し上げます。各プロジェクトのスタッフの皆さんもお疲れ様でした。今年もまたよろしくお願いします。 
 今年も、グリーン、地域環境、文化交流の各プロジェクト、そしてアリスガーデンパフォーマンス広場事業AH!、もとま
ち自遊ひろば、などのプロパーな活動に加えて、３月には駅前の猿猴橋の完成記念式典が予定され、そして若イノコ衆が元
気であれば「大イノコ祭り」が開催出来るかもしれません。また広島県の「ピースアーチ」に関わるイベントも本格化する
でしょう。広島文化会議準備会で取り込んでいる旧市民球場跡地の活用に関しても、何か動きが出るかもしれません。 
 中心部としての今年の課題は「楕円形の都心作り」に伴う駅周辺と八丁堀・紙屋町地区の回遊性の向上です。これに真剣
に取り組まなければ、広島も他の地方都市のように中心市街地の空洞化現象が起き、都市としての魅力を失ってしまいます。
その施策としてはハードウェア、ソフトウェア両面の取り込みと、行政・民間の協力体制がなければ進みません。皆様の協
力と応援が必要です。今年が正念場です！ 全力で取り組みましょう！ 
 それでは、今年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） 
 
……＜目次＞……………………………………………………………………………………………………………………………… 
【１】グリーンプロジェクト NOW 
【２】地域環境プロジェクト NOW 
【３】アリスガーデンパフォーマンス広場AH! NOW 
【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 「もとまち自遊ひろば」 
【５】文化交流プロジェクト 「HOO(Hiroshima Omatsuri Otoko) 
【６】文化交流プロジェクト ひろしま夜街芸術ナイタ－ト」 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
┏┓ 
┗■ 【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、 早いもので12月を迎え、忘年会のシーズンになりました。 
毎年師走の季節になりますと、悩まされる花壇の汚れがありますが、今年は比較的少なく済んでいます。11 月のえべ
っさんが終わった翌日の調査の時も、多少のフラワーポットの移動はありましたが、ゴミも少なく驚いています。・・・
様々な方の努力だと思っています。 
今後も、現状を維持できるように努めて行きたいと思っています。 
・・・さて。別件ですが11月をお休みしてしまいましたので、ご挨拶、御礼が遅くなりましたが、「大イノコ祭り」 
につきましては、大きな怪我や、事故もなく無事終了することができ、肩の荷が下りました。 
ありがとうございました！！！                          （報告：オザキ マサヒロ）
■アリス定期活動 
 ★１２月１７日(木) 
   参加者：セトラグリーンスタッフ3名 
  作業内容：ビオラの植栽、清掃活動、散水作業 

 
◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
今年も残り少なくなりました。気忙しくお過ごしのことと思います。月日の経つ速さに毎年驚かされますが、年々その速
さが早くなっているように感じられます。老いを痛切に感じる年になったということでしょうか！ 
今年も皆さんの温かい応援でこの１年も楽しく活動出来ました。有難うございました。厚くお礼申し上げます。 
今年初めての体験をしました。ニュースでも取り上げられたように、水仙やアジサイなどが今、この季節に咲いています。
私達も袋町小学校児童との「花育活動」のため８月の末に種を撒き、今年は最高の成長！ととても喜びましたが、いざ当日
を迎える頃に、病害虫に侵されていることに気づき、驚き落ち込みました。 早速、種の購入先に問い合わせしたところ、
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山口・広島より問い合わせがあったとのこと。暖冬が災いして病害虫が発生したようです。私達が被害を拡げてはいけない！
ので、手袋を替えての作業を強いられました。 
 我々は自然の前には無力であることを改めて思い知らされました。 
 過信することなく、邁進せよという無言の警告だったのでしょう。 
この１年、セトラひろしまの皆さんのご厚情で有意義な年となりました。来年も、ご指導・温かいまなざしで私達を応援
して下さい。 輝かしい新年をお迎え下さい。有難うございました。  感謝 
                                    （報告：ソーシャルガーデナー倶楽部） 
■活動報告 
 ★１２月 ９日(水)   定例活動  新年を迎えるためのプラザ周辺の美化活動 

プラザ周辺の焦げ鉢の手入れ 
大型コンテナの植苗 

              ハンギングの手入れ 
サークル花壇の手入れ 

■活動予定 
 ★１月１３日(水)    定例活動 
              新年会としてランチ 
 

━━* 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 
 └─────────────────────────────────────────────── 
“えべっさん２０１５“おそうじ隊活動（１１回目）が無事に終了しました。みなさん、お疲れさま。ありがとうございま
した。今回の参加者は登録メンバーが４３名、途中参加の方を含めると約６０名でした。初参加の企業が２社あり、人数に余
裕が有ったので昨年以上にスムーズに運営できたように思います。 今年もまた、暖かい夜で活動は楽でした。 
袋町公園花壇にパンジーとノースポールを植え込みました。ガーデナー倶楽部のみなさんの指導をいただき１９日(木)に実
施しました。当分は落ち葉に埋まって春を迎えることになります。月末に来ての急な寒さで公園は落ち葉でいっぱいです。 
１１月の美化活動最終日は大量の落ち葉で、９０Lのゴミ袋が１４個も溜まりました。しばらくは落ち葉の処理で忙しくなり
ます。 
先日（１１月７日）に環境局から、平成２７年度広島市環境美化功労者表彰の通知がありました。「環境美化永年活動１０
年表彰」です。環境プロジェクトに関わったみなさん、おめでとうございます。これは袋町小学校区社会福祉協議会より推薦
いただいたものです。ありがたくお受けしましょう。来年１月１８日（金）１４時からの表彰式に、みなさんを代表して出席
いたします。ありがとうございました。                                 （本山） 
◎１１月に行った活動 
● 袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒ 活動は計４回、花壇に花の植え込みとゴミの収集、清掃を行いました。 
● 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 ⇒⇒⇒⇒⇒ロータリー花壇の花木の刈り込みと除草を行いました。 
◎１２月、１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 
      １２月→→３日、１０日、１７日、２４日 
       １月→→７日、１４日、２１日、２８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 
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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。 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

１１月２０日 ＡＨ！えべっさんスペシャル REPORT 
11月20日は胡子大祭。この伝統のお祭りにあわせて、毎年、中央通、アリスガーデンでは、 
えべっさんというイベントを開催しています。というわけで、今回のAH!はえべっさんスペシャル。 

   
いつもとは、違ったAH!になりました。まずは、石川真帆さんのステージから―― 
AH!への出演は、2012年8月以来。当時から、観客を魅了していた歌声は、より一層魅力的に！！ 
9 月には、個人での活動を再スタートされ、10 月には、再スタート後初となるシングル「Re;」をリリースされました。ラ
イブ活動も活発に展開、ますます目が離せないシンガーです！（上・中） 
続いては、香音さん。エールエールのイメージキャラクターとしてもお馴染み！東京を拠点に活動されながら、広島は生
まれ故郷。「ホーム」である広島での活躍の場も多岐にわたり、AH!のステージでも、たくさんのファンが駆けつけました！！
（上・右） 
 
HIROSHIMA CLUB SCENEは、 
DRIBBLAさん、また、9月のCLUB SCENEにも登場してくださったガイさんも登場。賑わうアリスガーデンでの渾身のライブ！
さらに、DOUGH BOYさんも登場！！会場を巻き込んでの熱いライブでした。 
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そして、チャーリーダンススタジオのみなさんによるステージ！この日は、いつもと違ってAH!中盤での展開。 
大勢のお客さんで埋まるアリスガーデンを一層、沸き上がらせました！（上・右） 
 
さて、Beatboxバトルは、クライマックス！ 

   

いつもにも増して、技と個性が激しくぶつかります！！ジャッジはお客さん。観客席への個性あふれるアピールも重要です。
そして、Beatboxバトルには、ゲストが！Masakazuさん！（上・中、右）世界4位にも輝いたヨーヨー、圧巻のパフォー
マンス！ 
 
そして決勝は、優勝経験者二人、7月の王者 Nobuさんと10月の王者あずびーとさん！ 

   
結果は……Nobuさん、風格を感じさせる勝利でした！！ 
 
こちらもクライマックス。年間王者が決まるDance Dance Danceバトル！ 
二十数組に及ぶ史上最多のエントリー！優勝経験者と予選突破組だけが進める決勝トーナメント。 
史上最多のエントリーをしぼる予選は、怒濤の展開。 
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そして、賞金は、(株)ヒロツクさん、さらにヒロツクの社長 竹本さんより合わせて10万円！！ 
実力者が選ばれた決勝トーナメントは、いつもにも増して激しいバトル！ 
お祭りで盛り上がる市内中心部、躍動するバトルにアリスガーデンも興奮のるつぼ。 

  

ジャッジのNabeさん、Heroさんのダンスショーは、さらに会場の熱気を高めます。 

   
決勝は、ヘロイン＆コーヘイとSSB1。 

   

迫力のバトルを制したのは、ヘロイン＆コーヘイ！年間王者です！！ 

ところで、今回(株)ヒロツクさんには、なんと人気商品もご提供いただき、会場にて配布させていただきました。ありがと
うございます！ 
 
こちらも、興奮のるつぼ！ 
→https://youtu.be/IEHNiRl5Y2U 
 
さて、12月のAH!は、世界エイズデー「レッドリボンキャンペーンin広島」とのコラボ。 
みなさまのお越しをお待ちしております！ 
（文章：近藤倫生） 

 
【1２月５日(土)AH! 世界エイズデー「レッドリボンキャンペーンin広島」コラボスペシャル】 
＊ＲＥＰＯＲＴは次号で！ 
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天候：晴れ  観客動員数：5,400人   
■ステージ 
・１２：１５～チャーリーダンススタジオ 
・１３：００～エイズデーキャンペーンイベント 
・１４：５０～ファーストチャンス 
      ・Masakazu  ・Tooru ・山本(惟司 ・岡田莉子 ・石坂眞  
・１６：３０～Yarukisut  ボーカルデュオ 
・１７：１０～IDOL-ROOM  
・１７：４５～AH!飲食ファイト ～一般参加～  
・１８：０５～めぐ  弾き語り ギター 
・１８：３０～DIFFERENT   
・１９：００～大書パフォーマンス「手紙家くま」 
ＭＣ：ＴＯＭＯＴ 
■ブース 
★アーティストのプロモーションブース ★JOYpoy占いブース ★HOO広島お勧めイベント情報ブース 
★AH!飲食ブース  ★子育て支援ブース ＊協力：文教女子大「ぶんこ」 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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!  
平成２８年３月１２日(土)   
 

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。♪ 
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～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 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

【10月レポート】                               （報告：ゆうえん隊 六百田） 
 秋晴れで気候もよく、ますます遊びやすい季節になってきたひろば。そんな中、市担当課の丸子さんから、地域に遊びの環
境を拡げていくために「現場の方、保護者の方からの生の声が聴きたい。」と言っていただき、「マルコさんとしゃべろう会」
が急きょ実現することとなりました。当日は、ひろば当初から遊びに来ているお母さんを初め、地域で遊び場づくりの活動を
している中学生、大学生、公民館の方、地域の方、青少年に関わる活動している方、ひろばに興味をもって始めてこられた方
など約３０名の方々が車座になり、和やかな雰囲気の中、様々な意見が交わされました。中学生から教えられることも多く、
また年配の方からいただく知恵に、今後の活動の可能性を感じた有意義な会となりました。 
 つながるきっかけづくりのひろばから、地域へと一歩前進し関わっていくことができる時期になってきたことをとても嬉し
く思いました。 
        
１，ひろば活動 
・10月11日(日) 晴：参加者 69名（R 56名･新 13名/リピート率 81%）、ゆうえん隊 10名 
○遊会: 10/25「マルコさんとしゃべろう会」、⒒/22.23「5周年☆アニバ」について 

・10月25日(日) 晴：参加者 103名（R 58名･新 34名/リピート率 56%）、ゆうえん隊 8名 
  ○「マルコさんとしゃべろう会」～地域に遊び環境を拡げていくために～ 
  参加者：約３０名(西区町プロの小中学生・地域の人・公民館職員・大学生、保護者、青少年活動に関わる人など) 

   ○ゆうえん隊加入１名 
 
２，個人協賛金・寄付品について 
・１１日(日)：２，６２２円 
・２５日(日)：２，０５３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） 
・広報、諸連絡等  
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 ・11月アニバ「自遊劇場」の出演依頼・連絡調整 
 
【10月11日のひろばの様子】 

      
     一角集中                      薪づくり 

      
気持ちがいいねぇ、この感じ             遊びにいらっしゃ～い♪ 
 
【１０月２５日ひろばの様子】：「マルコさんとしゃべろう会」 

   
        二人の協同作業                新米の受付嬢を見守る人たち 
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    秘儀、柱！！                マルコさんとしゃべろう会♪ 
 

  日にち 男 子 女子  総数 

1 4月12日 91  68  159  
2 4月26日 57  56  113  
3 5月10日 84  67  151  
4 5月24日 45  26  71  
5 6月14日 30  32  62  
6 6月28日 39  42  81  
7 7月12日 19  20  39  
8 7月26日 21  14  35  
9 8月10日 13  7  20  
10 8月22日 44  15  59  
11 8月23日 24  10  34  
12 9月13日 37  34  71  
13 9月27日 58  51  109  
14 10月11日 44  25  69  
15 10月25日 59  43  102  
16 11月1日 25  28  53  
17 11月22日 95  105  200  
18 11月23日 79  37  116  
19 12月13日 33  28  61  
  総計 897  708  1605  
 

 【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２３日（祝・水） 

平成２８年１月１０日(日)・２４日(日) 

ひろばのじかん 10:00～16:00 

参加無料！ 

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

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 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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◇ 


