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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 
       寒中お見舞い申し上げます 

 
 急に冷え込みましたね。突然の積雪に苦労された方も多かったと思います。重ねてお見舞い申し上げます。 
市内の中心部の積雪は一瞬でしたので大したことはありませんでしたが、車に乗るのは控えました。しかし、本日（1/27）
の夜、中央会さんからの要請で三次市まで講演に行かねばなりません。自家用車は危険なので高速バスに乗ります。バスの
事故が相次ぐ中で乗車するのは非常に不安です。何かありましたら線香の一本でも供えてやって下さい。 
 冗談はさておき、地域環境プロジェクトチームが広島市の「成２７年度 広島市環境美化活動功労者」の表彰を受けました。
おめでとうございます。本山さんが代表して表彰式に行って頂きましたが、前回頂いたときは何人かで行って写真も撮った
のですが、私も失念しておりまして本山さん一人になってしまいました。すいませんでした（※下記の報告欄に表彰時の写
真を掲載）。これも毎週続けている活動の成果の一つでしょう。ソーシャルガーデナー倶楽部の皆さんも一緒に、これからも
元気に続けて頂きたいと思います。 
今年もそんなセトラの活動が本格化しています。AH!は３月までお休みですが、その他はすでに始動しております。特に野
外での作業は、この寒さの中、大変だと思います。皆さん、十分気をつけて活動して下さいね。ご苦労様です。 
 
 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 
アリスガーデンでは、忘・新年会シーズンも終わりを向かえようとしています。年末に関しては比較的に花壇は落ち
着いていました。しかし、年始になり官公庁・企業が休みに入り、収集がストップしてしまい、アリス構内にある保管
倉庫は、ゴミ袋で一杯になってしまったようです。正月休みにも関わらず急遽、ゴミ整理に向かい、大変苦労された方
がいらっしゃることを忘れてはいけません。今後の対策を考えて行きたいと思っています。 
…お陰さまで、花壇は安定しています。 
少し遅くなりましたが、本年も宜しくお願い致します。                （報告：オザキ マサヒロ）
■アリス定期活動 
 ★１月２１日(木) 
   参加者：セトラグリーンスタッフ2名 
  作業内容：施肥・散水・清掃 
 ※フラワーコンテナの老朽化が目立っており、割れたり、底に穴が空き、土漏れが始まっている。 

 
◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
 寒中お見舞い申し上げます。 
 今年も変わらぬお付き合い宜しくお願い致します。 
 暖かいお正月でしたね。いろいろ楽しまれたことと思います。 
 我が倶楽部は、去る１月１３日に年明け定例活動を行いました。昨年の通信にお伝えしたように、昨年８月に袋町小学
校児童との花育活動のために播いた種が順調に育ち、楽しみにしておりました。直前に、「うどんこ病」にかかってしまいま
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した。この出来事は何回もいろいろな種まきをし苗を育てたメンバーにとって大変大きなショックを受けました。このショ
ックは、年が変わっても癒えることなく、虫ではなく病気なので対処のしようがなく、せっかく子ども達が植えた苗でした
が、拡散を恐れて１部抜き取りました。 ８月に向けて新たな課題として試行錯誤の活動が加わり、ますます前向きに楽し
くこの１年過ごそうと確認し合いました。 
 今年も引き続き、応援宜しくお願い致します。 
                                    （報告：ソーシャルガーデナー倶楽部） 
■活動報告 
 ★１月１３日     今年度の活動について意見交換会 

ハンギング・焦げ鉢の花柄摘み 
            プラザ周辺の草抜き・美化活動 

サークル花壇の花柄摘み・草抜き 
            新年会を兼ねたランチタイム 
■活動予定 
 ★２月 ９日     定例活動 プラザ周辺の美化活動 
 

━━* 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 
 └─────────────────────────────────────────────── 
平成２７年度 広島市環境美化活動功労者表彰式が、１月１５日に市役所であり、「団体の部 環境美化永年活動１０年」で
受賞しました。２０１２年の５年表彰に続き２回目となります。地域の環境美化活動に携わったみなさん、おめでとうござい
ます。ごくろうさま。 
昨年１１月末 “えべっさん”おそうじ隊活動が終わった翌日に東京方面へ出ました。主な目的は昔の仕事仲間との交歓会
出席です。６５才から８４才の１０名が、若き日に戻り、夜のふけるのを忘れて語らいあい、大いに楽しみました。 元気な
老年万歳です。 
東京の建設現場で一緒に働いた仲間とは半世紀近い付き合いで、プロジェクト終了から４５年、間断なく交流が続いていま
す。若い頃は同僚として共に働き、またライバルとして張り合ったりしたものですが、みんな夫々に個性的でいい顔をしてい
て、良い年の取り方をしてきたんだなと嬉しくなりました。つくづく良い仲間に恵まれた幸せを感じた旅でした。 
爆発騒ぎの翌日（２４日）、靖國神社を参拝してきました。入れるかなと思いつつ行ったけど全く平穏、一の鳥居と二の鳥
居の間約２００ｍでは千代田区の酒祭りが開催され、大勢の人で賑わっていて、びっくりポンでした。また、国会議事堂の見
学ツアーで約 １時間説明を受けながら議事堂内を歩き回りました。テレビの国会中継でお馴染みの場所ですが、初めての体
験、職員の説明もユーモアを交えて分かり易くて、とても面白かったです。都内の小学生の学習の場にもなっていて、ちょっ
とした観光名所らしいですよ。  
大木が林立する森の中に点在する中央官庁群も含めて、日本の中枢を担う場所を体感しました。 
袋町公園の美が活動を７日（木）からスタートしました。５００回に向けて頑張ります。今年もよろしくお願いします。 

                                  （本山） 
◎１２月に行った活動 
●袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒ 花壇の花の手入れとゴミ収集を３回行いました。 
●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。 
◎１月、２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 
     １月→→７日、１４日、２１日、２８日 
     ２月→→４日、１８日、２５日 
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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、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。 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

１２月５日 ＡＨ！世界エイズデースペシャル 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による 
躍動するダンスステージから―― 

  
そして、世界エイズデー 「レッドリボンキャンペーン in 広島」ステージ。 
毎年恒例となっている、レッドリボンキャンペーンとのコラボ。  

  
ライブステージとともに、エイズについての知識も得られるクイズも。 
ブンカッキーとヒロシマックスも登場しました！！ 
 
ファーストチャンスは、石坂眞さん、Tooruさん、岡田莉子さん、山本惟司さん、Masakazuさん、5組が登場。 
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特に、MasakazuさんとTooruさんは、BEAT POIN'Tというユニットを組んで活動されています。 
ユニット内対決も見どころだった、今回のファーストチャンス。 
対決を制したTooruさんが見事、優勝に輝きました。 
BEAT POIN'Tでのパフォーマンスも！！ 
 
つづいてYarukistさんが登場。 

  
AH!や姉妹イベントINDIKETのステージを大切にしてくださっているお二人。 
自然と楽しさが沸き上がってくるステージです。 
 
IDOL-ROOMは、GINGANEKOさんが登場！根強い人気！！ 

  
そして、AH!飲食ファイト。アイドルとお客さんの対決！ 
負けてしまったアイドルは……前回同様、AH!のFacebookページでキス顔を…… 
つづいて、めぐさんのライブ。 
力強くてやさしい歌声がアリスガーデンを包みます。 
 
そして、ステージではバースデイサプライズ！ 
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誕生日を迎えたDIFFERENTのSinger、Zionさんへのサプライズは、見事成功しました！！ 
 
手紙屋くまさんは、 
今日は、いつもと違って、トリでの出演！昼とはまた違った印象になりました。 

  
 
ブースでは、 
カメレオンさん！！ 
ナン、トルティーヤはもちろん、ピザもあります。 デザートトルティーヤも！！ 

  
れあれあの実さん！！ 
ここでしか飲めないコーヒーがあります！！ 
 
今回は、広島文教女子大学のボランティアグループ パパママ応援団「ぶんこ」の学生さんによる、子育て支援ブース
もありました。 
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そして、イラストレーター松本涼子さんの笑顔絵やオリジナルハンドメイド作品のショップSowacaさんも！！ 
 
ステージもブースも多彩です！！ 
AH!にお越しの際は、ぜひブースにもお運びください♪ 
 
さて、次回は、3月に開催予定です！みなさまのお越しをお待ちしております！                    （文章：近藤倫生） 
 

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

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。♪ 

～ぼくらのアソビは無限大!∞!～ 

  



 7

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

【11月レポート】                                   （報告：ゆうえん隊 六百田） 
 ついに５周年の日を迎えたもとまち自遊ひろば。今年こそはと、初日に子どもたちと一緒に自遊劇場を作り、５周年目にし
て布看板も作りました。２日目は、朝のぎりぎりまでみんなで作り上げた「自遊劇場」が開演！！歌に踊りに飛び入り神楽に
小ネタに大いに盛り上がりました。見守り隊(自遊を一緒に楽しむ父母の会)を中心とした食べゴト班も燻製や自遊焼(鉄板焼)
で火のまわりをにぎやかにし、彼らの子どもたちはマシュマロやサツマイモなどを並べたお店をだし、初めてひろばに遊びに
来た多くの親子が手に取り火を囲み、美味しい楽しい自遊ひろばの雰囲気となったように思います。 
この２日間で約３００人の大人と子どもが思い思いに過ごしたひろば。普及活動の一環でもあるアニバーサリーの日をみん
なでつくっていったことで、５周年目の「もとまち自遊ひろば」という形となったのでした。遊びに来てくれた方も関わって
くれた方も、皆さま本当にありがとうございました。        
 
１，ひろば活動 
・11月1日(日) 晴：参加者 54名（R 39名･新 15名/リピート率 72%）、ゆうえん隊 8名 
※変則開催日(セトラ11/7,8大イノコ祭りのため) 
○遊会: ⒒/22.23「5周年☆アニバ」について 

・11月22日(日) 晴：参加者 197名（R 100名･新 97名/リピート率 51%）、ゆうえん隊 11名 
  ○「もとまち自遊ひろば5周年☆アニバーサリー(1日目)」 
  ☆自遊ひろば布看板、自遊劇場をつくろう with Yuichi♪、自遊写真展、食べゴト(燻製機) 
○ゆうえん隊加入１名 

・11月23日(祝・月) 晴：参加者 117名（R 57名･新 60名/リピート率 49%）、ゆうえん隊 11名 
  ○「もとまち自遊ひろば5周年☆アニバーサリー(2日目)」 
   ☆自遊劇場開演、自遊写真展、食べゴト(燻製機) 

演者:『手紙屋』くま、なかやまたいぞう、のり、こうだfusai、森本兄妹と婿養子、さくら、 
てっしょうとコドモ神楽団、よし、Log-in、Lodge （他 飛び入り歓迎） 
 

２，個人協賛金・寄付品について 
・１日(日)＋２２日(日)：８，３８２円 
・２３日(祝・月)：９，５９７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  
 ・11月アニバ「自遊劇場」の出演依頼・連絡調整 
 
４，その他の活動 
 ・アニバ「自遊写真展」準備 
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 ・大イノコ祭り「竹細工」の準備と実施(自遊ひろばの広報含め) 
 
【１１月１日のひろばの様子】 

   
    薪割り兄妹      剣玉～のようで剣玉でない～♪      机に寄り集まって・・・ 

  
ダム工事・・・かな？           遊びにいらっしゃ～い♪ 
 
【１１月２２日ひろばの様子】：「５周年☆アニバーサリー１日目」 

  
      マツボックリでツリーづくり        こどもの店番・・・あれ、あんたら食べてるよねf(^^) 
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   ピンクが似合う！       ５周年目にしてついに！！自遊ひろば布看板づくり♪ 

  
葉っぱの魔法みたい、ね♪    お父さんも葉っぱの魔法にかかちゃったみたい、ね(^^♪ 

  
末っ子が押す！！           葉っぱの魔法を集めましょ♥ 

 
【１１月２３日ひろばの様子】：「５周年☆アニバーサリー２日目」 
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セイ、「ほ～～～おぅっっっ！！」         演目「森本兄妹と婿養子の小劇場」 

 
「てっしょうとコドモ神楽団」 

  
      今日はひろばで「床屋さん」               みっちーの「自遊写真展」 
 
 【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 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

これからのひろばのよてい 

平成２８年 

２月１４日(日)・２８日(日) 

３月１３日(日)・２７日(日) 

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。 

 
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。 
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Vol.４  １月５日～ ２月２９日  

板村英治作品展 

「竹のごとく」 
 
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） 
●新地ギャラリー１ フェスタ高山ビル1F  
●新地ギャラリー２ 第1レックスビル1F  
●新地ギャラリー３ Vビル1F 
 

 

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

 
 
 
 
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！ 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
「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◇ 


