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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
春ですね。中央通りのハクモクレンもあっという間に散ってしまい、そろそろ桜が咲き始めます。 
そこでセトラでも恒例の「大花見会」を開催します。都会のオアシス袋町公園で、４月６日(水)18:30からです。見ごろ
は１週間前なのですが、月末に掛かるのと、夜は冷えるので少しでも暖かい日をということで６日になりました。もしかし
たら葉桜かもしれませんが、それもまた良しということでお許し下さい。中身は今年も奥原さんちの「焼肉」がメインで、
中の棚の尾崎シェフにコンロを準備してもらいます。そして私のスペシャルメニューは、、、、黒毛和牛の牛すじカレー！！ 
これ絶品ですよ～（自画自賛）。さあー、申込みがまだの方は、今すぐセトラ事務局にメールを！ ３月末が締切です！ 
 と、これを書いているのが３／２７で明日２８日は、猿猴橋復元完成記念式典と「えんこうさん」が開催されます。セト
ラからは石丸副理事長とCocoro-to松川氏がプロデュース・演出として参加します。大正時代を再現する「渡り初め」から
「恋愛劇」まで３部構成で展開されます。橋の回りには屋台も出店して盛大なお祭りになりそうです。平日なのがちょっと
残念ですが、多くの人で盛り上がることを期待しています。私も羽織袴姿で参加しようかと思っております。 
 ソーシャルガーデナー倶楽部では、今年も「春のグリーンフェア２０１６」に出品されます。皆さん、是非足を運んで投
票してあげて下さい。よろしくお願いします。 
 最後に、今年も「大イノコ祭り」を企画することが決定し「大イノコ祭りを支える市民の会」がパワーアップして、毎月
第二月曜日に会議を開いています。協賛金集めの「竹主」募集も開始しました！ 大好評のお祭りに、是非ともご協賛をお
願いします。昨年のお祭りの模様を記録した１６分動画も完成しました。こちらもご覧下さい。
https://youtu.be/uwZg5G-_dhM 
 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 
春を向かえ、アリスガーデンでは厳しい寒さを乗り越えた、花や樹が誇らしげに生長しています。暖かくなるに連れて、
草取りや、新たな植栽に追われる時期が近くなっています。 
樹や花を育てると言うことは、様々な下準備が必要ですが、これからどんな植物を選ぼうか考えるのも楽しみの一つです。 
アリス構内の条件に合った植物を探して来ようと思っています。 
話題は変わりますが、3月は東日本大震災があった月です。月日は経ちましたがあの時の気持ちは、忘れません。災害で亡
くなられた方のご冥福を深くお祈り申し上げます。 

                （報告：オザキ マサヒロ）
■アリス定期活動報告 
 ★３月１７日(木) 
   参加者：セトラグリーンスタッフ3名 
  作業内容： 底の抜けたフラワーポットの撤去・植栽・追肥・散水・清掃活動 
  
◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
 花冷えの頃となり、風邪気味な方が多いのではないでしょうか？草木花が芽吹く頃となり、春がそこまで来ています。何
だかワクワクしますね。桜の木もうっすらピンク色をまとって、お花見を盛り上げてくれそうです。花粉症の人には、今年
はなかなか辛い季節となりそうです。 

セ ト ラ 通 信 
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 我が倶楽部は、今年も来る４月８日から始まる「春のグリーンフェア２０１６」の「市民ふれあいミニガーデンづくり」
に挑戦致します。昨年より一層のレベルアップを目指し、あれやこれやと意見を交わしながら、１．４ｍ四方の庭作りに挑
戦します。昨年に続き、「ポタジェにつつまれて ＰＡＲＴ３」をテーマに掲げ、楽しみながら春の陽気に包まれ、穏やかな
雰囲気の中で作業したいと願っています。ご来場の皆さんには少しでも自然に触れ、何かを感じてもらえたらなと思います。
 是非とも、４月８日～１７日の期間中ご来場の上、清き１票を投じて下さい。 
ダントツ１位になりたいと願うも、ちょっと控え目な淑女ばかりで、グイグイ投票する事が出来ず、いつも遠くから投票箱
をハラハラしながら見ております。こんなんじゃ、票なんか入れられんよ！と言われないよう・・・頑張ります。 
ご協力の程、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） 
【春のグリーンフェアのご案内】 
  期 日 ：平成２８年４月８日（金）～１７日（日） 
  場 所 ：基町 中央公園 
 
■活動報告 
 ★３月３日（木）  「市民ふれあいミニガーデンづくり」について意見交換 
    ９日（水）  「市民ふれあいミニガーデンづくり」の内容確認 
■活動予定 
 ★４月１日（金）  「市民ふれあいミニガーデンづくり」の花苗購入 
    ６日（水）  「市民ふれあいミニガーデンづくり」植込み作業 
 
 

━━* 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 
 └─────────────────────────────────────────────── 
１７日（木）の美化活動日は袋町公園北側の“コブシ“の花が満開でした。 澄んだ青空に真っ白な花が見事です。広島テ
レビが番組の取材でコブシやパンジーの花の撮影を行っていました。夕方の番組で５月頃放送予定とか。公園内の”サクラン
ボ“は一週間前が見頃でした。今はすでに葉桜です。花壇のパンジーも一気に花が開いて春の訪れを感じさせてくれます。自
然の営みは素晴らしいですね。 
最近、袋町公園も散乱ゴミの量は減ってきましたが、意識して捨てる「投棄ゴミ」が目立ちます。ホームレスの人が寝床に
使っていて雨に濡れ不要になったダンボール、周辺の商店や住民が投棄したと思える什器や植木鉢など、トイレや老人集会所
の脇などに、ドッサリ捨ててあります。これでは街中のオアシスの景観が台無しです。その都度、行政と協議して始末をして
もらっていますが、次々と捨てる一部の不心得者には困ったものです。                     （本山） 
◎２月に行った活動 
●袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒ 活動は計３回、花柄摘み、ヘデラ刈り込み、樹木の剪定、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３回行いました。 
◎３月、４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月→→３日、１０日、１７日、２４日、３１日 
     ４月→→７日、１４日、２１日、２８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。 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
【３月１２日(土) AH!】＊ＲＥＰＯＲＴは次号で！ 

 
【３月１２日(土) AH!イベントデータ】 
天候：晴れ  観客動員数：6,700人 
■ステージ 
13:30~14:00  
「ファィヤーバンドふれあいコンサート～安全・安心な街づくりのために～ 」広島市消防音楽隊 
●AH! ステージ 
14:10~14:40 チャーリーダンススタジオ 
14:45~15:45 Alice First Chance  本庄かなこ・吉永拓未・あんでぃ・田邉星斗  

＊ベストチャンス賞：田邉星斗 
15:55~16:55 Dance Battle 
17:05~17:50 IDOL-LOOM Ginganeko、MAPLE★S 
18:00~18:30 Yarukist 
18:40~19:20 Beat Box Battle  
19:35~19:45 大書パフォーマンス 手紙家くま 
 
■ブース 
★アーティストのプロモーションブース： 
手紙家くま、笑顔絵（イラストレーター松本涼子）、オリジナルハンドメイド作品（Sowaca） 
★Hoo街文化情報ブース   
 
 

次回のＡＨ！は4月16日(土)開催します！ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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/ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

【２０１６年１月レポート】 
 年が明け、ひろばでは新春恒例の「自遊とんど焼き」をしました。竹を土台にして大きな三脚を組んで子どもたちと作った
とんど飾りは、いつもよりも増して大きな火が勢いよく上がりました。大きな火に圧倒されている子やその様子を食い入るよ
うに黙ってじ～っと見つめている子、火の勢いに魅せられ目が輝いている子、どうしても近づいてみたい子に危ないよ、と制
止する大人、一緒に火に魅せられている親子など…その反応は様々にみんなで火を見守っていました。生活に身近な火が見せ
るいつもとは違ったその様に、ひろばは何とも言えない緊張感に包まれとても神聖な気持ちで新年の一回目のひろばを終えた
のでした。このような行事は子どもだけでなく大人にとっても貴重な体験になりつつあることを感じ、遊び場が遊びだけでな
く生活の場に通じていくことを思いました。 
今年も一年、みんなが明るく元気に過ごせますように。本年もよろしくお願いいたします。 
 
１，ひろば活動 
・1月10日(日) 晴：参加者 51名（R 34名･新 17名/リピート率 67%）、ゆうえん隊 11名 
○学生ボランティア 3名   ○とんど焼き・獅子舞踊り・ぜんざい 
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・1月24日(日) 曇時々雪：参加者 19名（R 16名･新 3名/リピート率 84%）、ゆうえん隊 7名 
  ○バームクーヘンづくり・河童汁・ホットカルピスミルク   ○ゆうえん隊１名加入 
  ※自遊基地の水道栓破損 
   
２，個人協賛金・寄付品について 
・１０日(日)：２，０１０円   ・２４日(日)：８２０円  その他、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  ・ボランティア受入連絡、調整 ・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  
 
４，その他の活動 
 ・自遊写真展（１月２１日(木)～２３日(土)サーラシャシャテン） 
 ・遊び場づくり地域支援活動(１月３１日(日)) 
西区古田公民館このまちにくらしたいプロジェクト「ワンダふるたパーク」 

 
 
 
【１月１０日のひろばの様子】 

  
イテテッ!親指うっちゃった      父と子で穴掘り。えいっさほいさ～。 

  
    段ボールをちぎって…只今準備中。         こちらも段ボールで何やら赤いものを製作中。 
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  新
春恒例(になりつつある)の獅子舞登場～～！！         襲われる獅子舞・・・((+_+)) 

  
     新春第３弾の自遊とんど焼き 

  
    幸アレ！！             外で食べるぜんざいは最高だぜ！ 
 
【１月２４日ひろばの様子】 

   
        今日は雪のひろばで雪合戦！        …と思いきや、溶けたのでだ～るまさんが～こ～ろんだっ！ 
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ワイルドだろ～？        竹でバームクーヘンづくり      あちゃ～～…失敗( ﾟДﾟ)でもウマい! 

   
  大きなお城づくりが始まりました！        落とし穴から笑顔で出てくる人    友達同士。視線の先は… 
 

 【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 
４月１０日（日）・２４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） 
 └──────────────────────────────────────────── 
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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 関連事業 
 └──────────────────────────────────────────── 

１）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。 

 
通常展示では、流川・薬研堀地区の地域資源を展示テーマとすることによって、地区の魅力を取り込んだ話題作りを行う。
公募展では、「夜の街の芸術」というユニークなテーマで広く全国に応募を募り、文化・芸術的な香りを付加したこの地区
の存在を印象づけたい。展示と合わせ展覧会テーマとリンクしたギャラリーツアーやアーティスト・トークも実施する。 
公募展では、観客投票で賞を決め、参加型でより親しみやすい街の展覧会とする。「公募・夜の街の芸術大賞展」について
は、平成５年から平成２５年まで毎年開催されていた経緯があるが、この度新たな体制及び企画をもって再スタートするも
のである。（別添資料参照） 

 
次回展示は・・・・ 
《平成28年度展示Vol.1》 
4月1日～6月30日  
テーマ「西国街道仏壇通り～シャカジャック」/作家：村上渚 
＊ギャラリーツアー＆アーティスト・トーク 実施予定！！！ 
＊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 ●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） 
 
◎予告！公募 「夜の街の芸術大賞展」 
●公募（写真審査） 
展示10月5日～12月31日  
賞について：10月～11月（観客投票）→11月（賞発表）→12月（賞の授与）： 
大賞20万円/優秀賞5万円 2本 
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２）大イノコ祭り2016 

毎月第２月曜日に運営会議を行っています。3月14日(月)の会議では、協賛獲得のための資料を検討し、協賛獲得を開始
することになりました。また今年は大手旅行サイトと提携した企画なども検討しています。 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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28年11月5日(土)・6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。 

竹主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！） 

◎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 

 
 

３）3月28日(月) 猿猴橋復元完成記念 祭り「えんこうさん」 
NPO法人セトラひろしまも「えんこうさん」実行委員会の構成メンバーとして参加します！ 

 
セトラひろしまは祭りのコンセプト作りに関わってきましたが、3月28日(月)にいよいよ猿猴橋復元渡り初め式が行われ
ます。点灯式→書道パフォーマンス→時代絵巻（大正期の恋愛劇）→橋上パーティーに流れる夜の企画パートは、ココロト・
プロダクション松川氏がプロデュースします。昼間の渡り初め式の進行管理を務める石丸副理事長ともども市当局と打合せ
を重ねています。 
渋いデザインの法被や手ぬぐいも出来上がりました。手ぬぐいは500円でゲットできます。またなんと「猿猴橋まんじゅ
う」も出来上がりました。当日はカープ一軍の選手の優勝祈願渡り初め式などもあり、天気さえよければ盛り上がることで
しょう。 
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将来的にこの祭りは、西国街道を通り中心部エリアへつながっていくという構想もあります。広島市が進める「楕
円系」の都心づくり構想において、広島駅周辺エリアと中心部エリアの連携が重要課題となっている背景を受けたこ
の動き、みなさま注目してください。 

４）広島県主催 地元アーティストによるピースアーチ・コンサート 

今年8月20日(土)、広島県主催により、地元アーティストによるピースアーチ・コンサートが開催されます。広島を拠
点に活動するアーティストや一般公募のアーティスト，エリザベト音楽大学生が，様々なジャンルの音楽を奏でながら平和
を表現します。 

NPO法人セトラひろしまへこのコンサートの企画の依頼があり、打ち合わせを重ねています。アーティストよこたよしき
氏がコンセプト及び綜合演出を担当し、エリザベト音楽大学ともコラボしコンテンツを準備しています。一部演目の出演者
の一般公募もすることとなりました。 

○ヒロシマ・オリジナルコンサート ～イキモノがたどる３つのヲンガクセカイ（仮称） 

平成２８年８月２０日（土） 開演 １３：００ 広島県民文化センター 

3部構成のコンサート 「３つのヲンガクセカイの旅」 
≪オープニング≫ 13:00～13:10 
≪第１部≫ デンシセカイからの旅～今日のミュージックシーン  13:10～14:30 
まなみのりさ（アイドル），森本 ケンタ（シンガーソングライター） 他 
※その他の出演者は，一般公募により決定 
 公募出演数：5～8組／募集期間：平成28年4月中旬～5月下旬  15:30～17:00 
≪第２部≫ クラシカルセカイへの旅～ クラシックミュージック 
 エリザベト音楽大学生 他 
≪第３部≫ イジゲンセカイへの旅～異ジャンルミュージックのセッション  18:00～19:30 
 榊記彌栄（琴奏者），野村彰浩（ピアノ），三浦元則（篳篥）他 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
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◇ 


