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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
まずセトラ通信が遅れましたことをお詫び申し上げます。私も事務局も総会や各種事業で手が回りませんでした。申し訳
ありません。よって、今回は１０／１１月合併号になります。
１１月５・６日に「大イノコ祭り」が無事に開催されました。なんと４年目にして初めての快晴！ カープ優勝パレード
の余波もあり、多く方にお越し頂きました。竹札での協賛金も予定数には達しませんでしたが、なんとか赤字にはならない
収支になりそうです。ご協賛・ご協力頂いた皆様には心より感謝申し上げます。昨日、反省会議も開きまして、すでに来年
に向けて動き出しております。ご興味のある方は会議に参加してみませんか？ １月２３日(月)に最初の会議をします。
また、大イノコ祭りの市民活動が広島市に認められ『第１５回ひろしま街づくりデザイン賞』の活動部門賞を頂きました！
名誉に感じております。若イノコ衆の皆さん、おめでとう！ これからも頑張りましょう！
また、なんとセトラひろしまも賞を頂くことになりました。１０月に開催された広島県主催の「ピースアーチひろしま・
地元アーティストコンサート」の演出を任されたことで推薦を受け、広島県信用組合の財団より「第３２回県民文化奨励賞」
を頂くことになりました！ 拍手！ これも石丸副理事長を中心とした長年の文化活動の賜物だと思います。おめでとうご
ざいます。総合演出を担当したよこたよしき君共々１２日に授与式に行って参ります。
さて、今年も大詰めを迎えて恒例の「セトラ＆イノコ大忘年会」を開催いたします。１２月２７日(火)１９時よりライヴ
楽座にて開催いたします。どうぞ奮ってご参加下さい！ 鏡開きにシャンパン、そして大ビンゴ大会もありますよ！！
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、暑い夏を終えやっと、秋を向かえ植物も、夏の散水の成果で青々と育っています。この状況を維持
して行きたいと思います。
短文ですみませんが、さてさて。大イノコの準備に入りますよ！！
（10 月報告：オザキ マサヒロ）
■アリス定期活動報告
★１０月２０日(木) ★１１月１７日(木)
参加者：セトラグリーンスタッフ 2 名
作業内容：花木の剪定・清掃
◎ソ−シャルガーデナー倶楽部
空の雲や店頭に並んでいる野菜、色づき始めた木々など秋一色へと季節は変わって参りました。
しかし、私たち以上に小さな花たちは今夏のダメージが強かった様です！！この頃になって夏を彩る花がきれいに咲いて
います。プラザ前のインパチェンスも来月抜き取るには惜しいほど、きれいに咲き誇っています。
我が家のベランダには、アジサイが今年２度目のきれいな花をつけています。なぜか、ヒガンバナは、正確な時期に咲き、
さすが！と今年は思わず立ち止まって、眺めてしまいました。急に冷えはじめる時期となり、再度花たちは、温度に苦しみ
始めるのでしょうか。物言えぬ花たちに思わず、
「頑張れ！」と声掛けしてしまいます。
来る１１月１６日、我が倶楽部メインイベント「袋町小学校１年生との花育活動」を行います。１年生との触れ合いは、
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元気なエネルギーをたくさんもらい、清々しく少し身体が軽くなった心地よさがたまらなく良い刺激となっておりますが、
近年、加齢による体力・気力の減退が加速し、釣り合わない状況となりました。が、ほんの数時間、穏やかな雰囲気の中で
楽しませてもらおうと待ち遠しく思っております。
昨年は、今までにない優良発育にも拘らず、
「うどんこ病」に侵され、残念な思いをしました。今年は、この酷暑により、
発育が思うようにしていない不安を抱えております。やれやれ・・・と次の試練に立ち向かうメンバーです。
（10 月報告：ソーシャルガーデナー倶楽部）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
もう１１月が終わろうとしています。スーパーでは、早くもお正月の音楽が流れ、慌ただしさを一層引き立たせています。
年々、１年の流れが速く感じるのは、年のせいと思っていましたが、今年は、余りにもいろいろな思いがけない出来事が起
き続いたせいかもしれませんね。来年は、心穏やかな年になるよう切に願っています。
先日、我が倶楽部メインイベント「袋町小学校児童との花育活動」を無事終えました。元気一杯な子ども、マスクをした
子ども、見るだけでこちらが寒くなりそうな半袖の子どもなどいろいろな１年生に囲まれ、暖かな日差しの中、楽しいひと
時を過ごしました。この活動を始めて、今回、児童欠席者０名を達成し、メンバーの士気が上がりました。
過日に行われた「亥の子」に参加した子どもたちが、
「楽しかったよ〜」
「面白かったよ」とあちこちから感想が飛び出し、
確実に次世代に繋がっているという手ごたえに喜びました。
頼もしい子どもたちと活動しながらも、私が母として見守っていた小学校低学年教育が変わっているのを痛感しました。
ガキ大将に会いたかったな〜と思わず思ってしまいました。
子ども達からもらうエネルギーより、接する疲れの方が勝るようになり、少し落ち込んだ１日でしたが、２年生になった
子どもたちの成長ぶりがとても楽しみです。
（11 月報告：ソーシャルガーデナー倶楽部）
■活動報告
☆１０月１２日(水)
定例活動
サークル花壇の手入れ、焦げ鉢のヤブランの花摘み、プラザ周辺の花の手入
☆１１月 ９日(水)
定例活動
ハンギング植替え１２基
ガーデンシクラメン１２０株
サークル花壇植替え
パンジー
☆１１月１６日(水)
袋町小学校児童との花育活動
■活動予定
☆１２月 ７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
━━* 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
└──────────────────────────────────────────────
今日（１６日）、カープの日本シリーズ対戦相手が日ハムに決まり、面白い戦いになりそうです。好調な打線が大谷をどう
打ち崩すか楽しみです。 １０月号が出るまでに結果は出ていますね。 多分。
１０月第１週の袋町公園美化活動は前日の台風１８号通過で落ち葉が大量に発生し、９０L のゴミ袋が１２個、そろそろ落
葉の季節だと思い出させてくれました。朝の冷え込みが強くなり、３連休明けの１１日は登校する小学生もほとんどが長袖、
中にはカーデガンを着ている児童もおり、前週までとは様変わりでした。 袋町公園も紅葉が美しくなる季節を迎えますが、
落葉との戦いも始まり、２か月程度続きます。
１３日は中国電気保安協会と不動産サービスの CBRE のみなさん１５名参加してくれて、袋町公園の清掃終了後に、並木
通りロータリー花壇の花木（コバノランタナ）刈り込みと雑草処理が出来てスッキリきれいになりました。
“えべっさん“が近づいてきました。１１月１９日（土）です。 おそうじ隊参加者募集を始めました。みなさん、ご協力
お願いします。
（10 月報告：本山）
◎９月に行った活動
●袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒ 活動は計３回、花壇の手入れやゴミの収集、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３回行いました。
◎１１月、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
１１月→→１０日、１７日、２４日
１１月→→１日、８日、１５日、２２日
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┏┓
┗■ 【３】アリスガ−デンパフォ−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。
…………………………………………………………………………………………………………………………

【９月 AH!】ＲＥＰＯＲＴ

AH!×肉フェス
CORE×CORE Presents AH!ムレスリング！！
日時:9 月 17 日(土)12:00〜 晴れ 観客動員:約 5,800 名
協力:中央部商店街振興組合連合会・NPO 法人セトラひろしま・ユニオン広島・
（株）ビッグアーム・CORE×CORE・炭火焼肉ごろう・ホルモン焼肉ぶち
Bistro＆wine bonum・豚鳥・BIG HORN STEAK・炭火焼肉黒焼・サントリー・ Cocoro-to Production
《タイムスケジュール》
12:00 チャーリーダンススタジオ
12:40 CORE×CORE Presents アームレスリング１
13:50 IDOL-ROOM
14:40 CORE×CORE Presents アームレスリング２
15:20 Dance Dance Dance battle
16:30 CORE×CORE Presents アームレスリング３
16:55 Beat-box battle
18:00 CORE×CORE Presents アームレスリング 決勝
18:25 大書パフォーマンス 手紙家くま
18:50 佐々木リョウ
9 月のＡＨ！は「ＡＨ！×肉フェス」
。 天気予報では雨でしたが、奇跡的にも雨は降らず、太陽も顔を出してくれて、少
し夏が戻ってきたかのよう な暑さでした。初めての試みの肉フェスでしたが、がっつりの肉ばかり並んだブースで、お客
様が立ち止まり、肉に食らいついている姿を多く見かけました。
その中でも「肉フェス Special CORE×CORE Presents AH!ムレスリング」に至っては、アームレスリング 協会の協力
もあり、協会所属の選手が約 10 名、当日のイベントブースのスタッフ、一般のお客様を巻き込み、 非常に白熱した戦いがあ
りました。コーナー前には、CORE×CORE の川本先生の入念なストレッチを行 い、選手たちの怪我を防止し、４ステージ
に渡って展開し、無事怪我無く終える事ができました。
アームレスリング協会の関係者は、川本先生の CORE(体 幹)につ
いてのアドバイスも頂いたとイベント終了後に 有難いお言葉
を多々頂いております。 ＡＨ！では会場に足を運んでくれたお
客様に喜んでいただけることはもちろんですが、今後も私たちに
しかできない「広島のカタチ」をみなさんと発信し、共有する
ことで、この先の広島を明るくし、さらに元気で活気のある街
になっていくものだと確信しております。 この度は、御協賛・
御協力を賜りました、関係者の皆 様に感謝申し上げます。
誠にありがとうございました。
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詳しくは、 アリスガーデンパフォーマンス広場で検索して公
式ブログ。 公式 Facebook ページをご覧ください。 または、毎
週月曜日 20:30 から RCC ラジオで放送されております
《AH!FUN!RADIO♪》をお聴きいただければ と思います。 ご質
問等ございましたら下記の前田までご連絡くださいませ。
アリスガーデンパフォーマンス広場実行委員会
担当 前田唯志

【11 月 19 日(土)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：6,700 人
【1 月 19 日(土)プログラム】
13:30
チャーリーダンススタジオ
14:10
金座街クリーンアップレディ
14:30
田中龍志
14:55
IDOL-ROOM 出演：HIROSHIMA GO!GO!・放課後リミテッド・GINGANEKO
15:55
Beatbox battle クライマックス
17:10
載寧龍二告知（仮）広テレ落語会
17:20 よしもとお笑い LIVE
18:00
ダンスバトルクライマックス
19:40
Nob

好評です！ＡＨ！ ＲＣＣラジオ番組でオンエア！

“AH! FUN RADIO”
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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
……………………………………………………………………………………………………………………………

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】INDIKET EX NOW
└────────────────────────────────────────────
中四国最大のプロモーション・イベント
インディーズアーティストの祭典、今年は EX として開催しました。

日時：2016 年 10 月 15 日(土) 12：00〜19：30・16 日(日) 15：00〜18：00
会場：広島市中区アリスガーデン（10 月 15 日）
・ライブ楽座（10 月 16 日）
自主制作作品のフリーマーケットとプロモーション・ステージの展開 ＊ジャンル不問！
●エントリーは３つの部門（Ａ 音楽部門
Ｂ ダンス・パフォーマンス部門 Ｃ アート部門）
《音楽部門》
10 月 15 日(土) 会場：アリスガーデン 対象：アコースティックな編成に限定
10 月 16 日(日) 会場：ライブ楽座
対象：バンド編成が中心
★音楽部門出場者 16 組
10 月 15 日(土) 会場：アリスガーデン
平元亮子、ゆとりせだい、松尾純奈、アマウチケント、KANAMI、秋山健二、山広朋美、Yokobe、めぐ、うずら
10 月 16 日(日) 会場：ライブ楽座
G ‒ Shock、Chaco、花游汀 袁且、柳生マサアキ、ベジタブルス、土田悦治 with Friends
《パフォーマンス部門＆アート部門》
10 月 15 日(土) 会場：アリスガーデン 12:00〜20:00
★パフォーマンス部門出場者 3 組
手紙家くま＊大書パフォーマンス、フレンチトースト＊アイドル、チーム”latino mix”（ラティーノ・ミックス）
＊フレアバーテンディング）
★アート部門出展者 5 組
エル（Bulky Bulk）＊ ハンドメイドアクセサリー、つきとみやこのひみつきち＊ニット・布小物、FuKu/193（フク/
イクミ）＊手作りのアクセサリー、Zakka 屋みらくる＊手作り布小物を中心とした雑貨、手紙屋くま＊書き下ろし
《MC》石澤良一、TOMOT(ﾄﾓﾃｨ)
《ゲストアーティスト》
（10 月 15 日）
：丸本莉子
《賞の授与》●ミュージック・キング（クイーン）賞：KANAMI
（音楽部の中より、全力でプロモーションを支援するアーティストに捧げる賞）
●ベスト・アーティスト賞：チーム”latino mix”
（全部門の中から、総合的な評価がもっとも高かったアーティストに捧げる賞）
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10 月 15 日(土) 会場：アリスガーデン
軽妙な MC とアーティストのフレッシュな感性がにじみ出たライブステージ、オリジナルで驚きにみちたアートグッズの彩
りと市場的楽しさ、出多くの来場者が会場アリスガーデンに足を止め「滞留」しました。イベントは終日盛り上がり、フィ
ナーレのゲストアーティストのライブではピークを迎えました。

10 月 16 日(日) 会場：ライブ楽座
屋外の広場であるアリスガーデンでは、音量の関係上、バンド形態の音楽表現が難しいので、バンド形態はライブハウスで
行いました。
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●ゲストアーティスト（10 月 15 日）
：丸本莉子（上左）
●ミュージック・キング（クイーン）賞：KANAMI（上中）
新たな賞として「ミュージック・キング（クイーン）賞」を設け、音楽部門の中で、今
後もっとも活躍が期待されるアーティストを選定し、ラジオ出演やイベント出演等、全
力でプロモーションを支援することにしました。
●ベスト・アーティスト賞：チーム”latino mix” （上右）
■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 ■音響・照明協賛：ステージユニオン広島 ■協賛：広島市中央部商店街振
興組合連合会、広島銀行八丁堀支店、もみじ銀行新天地支店、広島信用金庫八丁堀支店、
広島本通商店街振興組合、広島中央通商店街振興組合、広島市胡町商店街振興組合、広
島金座街商店街振興組合、オリエンタルホテル広島、(株)下村時計店、デンスケ、いと
や、(株)廣文館、
（株)ミタキヤ、(株)わかさ屋呉服店 ■協力：広島市中央部商店街振
興組合連合会、ライヴ楽座、NPO 法人アートプラットホームＧ、Cocoro-to、RIN STUDIO、
NPO 法人セトラひろしま

┏┓
┗■ 【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「もとまち自遊ひろば」
└────────────────────────────────────────────

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

【９月レポート】（報告：ゆうえん隊 六百田）
子どもたちの夏休みも終わり、暑さも落ち着いてきました。その割に、例年ほど参加者は増えていない状況の中、中国新聞
雑誌「フェニックス」に掲載していただいたことで、外遊びデビューをする乳幼児親子の割合が多くなってきました。子ども
の様子をそばで見守りながら一緒に遊んだり、レジャーシートを広げのんびりすごしたり、親同士でおしゃべりしたり。小学
生が多い日とは異なり、ベビーカーのあるひろばは、のんびりとした緩やかな雰囲気となりました。普段は子どもと遊ぶこと
が多いゆうえん隊のかかわりも自然と見守ったり、場を整えたり、親御さんと話をしたりする中で、冒険遊び場の中でも小さ
な子どもなりの遊びや発見があることを教えてくれました。
いろんな方が利用する公園の中に、冒険遊び場があることで異年齢のさまざまな遊びや交流が生まれ、子どもも大人もお互
いによい経験になっていることを感じました。
ゆうえん隊として立ち上げのときにかかわっていたスタッフも、９月から毎回参加するようになり、次の世代へと少しずつ
態勢も整えていきたいと思います。
１，ひろば活動
・9月11日(日) 晴れ：参加者 52名（R 39名･新 13名/リピート率 75%）、ゆうえん隊 7名
●西区「ワンダふるたパーク」スタッフ訪問１名
・9月25日(日) 曇りのち雨：参加者 31名（R 12名･新 19名/リピート率 39%）、ゆうえん隊 7名
２，個人協賛金・寄付品について
・１１日(日)：２００円 ・２５日(日)：４００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
・基町共栄会の集金当番
５，地域連携活動
・「自遊ひろば☆写真展」（９/１５〜１０/１５）の搬入・展示など
・大イノコ祭り「竹遊び☆ひろば」(１１月５、６日)の準備
◎中国新聞雑誌「フェニックス」秋号への掲載
【９月１１日(日)のひろばの様子】

人力車？！「バックしま〜す。」

お姉ちゃんのまねっこ上手

お母さんと一緒。「楽しいね〜♪」「ね〜♪」

野球少年＆少女
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野球チビッ子も！

的あて遊び。新聞紙でボールを作る。 それから、弓矢作りへと発展し・・・

「こ〜やってな・・・。」おじいちゃんに教わる。

会場準備も整い、『弓矢大会』開催！優勝者には金メダルが。

ノコギリの切り方をお父さんに教わる。

びゅ〜〜〜〜んっ！！

【１０月レポート】（報告：ゆうえん隊 六百田）
秋になり、一段と遊びやすい季節になってきました。ひろば自体の参加者は、相変わらず40名前後で思いのほか伸びてはい
ないのですが、中央公園で過ごす家族や団体はとても多くなってきています。受付の数には上がらなくても、周りで遊ぶ子ど
もたちは昨年よりも確実に増えてきているように思います。それほどに、この中央公園は都会にありながら自然の季節を感じ
ることのできる憩いの場として、認知が広がってきており、大人も子どもも遊ぶことのできる公園になってきていることを感
じています。
同時に、自遊ひろばの役目も変化していく時期になりつつあります。これまで以上に地域との連携を通して相互に発信し、
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普及や潜在的な人材育成により力をいれていきたいと思うところです。
１，ひろば活動
・10月9日(日) 晴れ：参加者 40名（R 24名･新 16名/リピート率 60%）、ゆうえん隊 6名
●片づけ
●遊会：アニバーサリーについて、自遊劇場の出演者打合せ
・10月23日(日) くもり：参加者 38名（R 28名･新 10名/リピート率 74%）、ゆうえん隊 7名
２，個人協賛金・寄付品について
・９日(日)：１，１６０円
・２３日(日)：８４０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 ・アニバーサリーの連絡・打合せ・準備
４，その他の活動
・子ども未来局担当と話合い(坂本課長補佐、丸子さん、茶木さん：来年度についてなど)
・緑政課へ相談(小川さん：倉庫、物販について)
・ソレイユ府中店 イエローレシートキャンペーン参加、受取
５，地域連携活動
・市民交流プラザ「交流フェスタ」での遊びブースと写真展示(１１/２０)の打合せ
・「自遊ひろば☆写真展」（９/１５〜１０/１５）の片づけ
・大イノコ祭り「竹遊び☆ひろば」(１１月５、６日)の準備
………………………………………………………………………………………………………………………………………

これからのひろばのよてい
【１１月２６日（土）・２７日（日）（６周年アニバーサリー）】
１２月１１日（日）・２５日（日）
１月８日（日）・２２日（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
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。
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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┏┓
┗■ 【７】文化交流プロジェクト 『ひろしま夜街芸術“ナイタ−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、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。

◎「ひろしま夜街（ヨルマチ）芸術ナイタート 作品公募展」
テーマはずばり『夜』の公募展。広島で20 年続いた「夜の街の芸術大賞」の公募展のリニューアル版として再開されてます。
☆中区の平成28 年度「区の魅力と活力向上推進事業」補助金交付事業です！
【 展示場所 】 新地ギャラリー1（フェスタ高山ビル1Ｆ 中区堀川町2-7）、
新地ギャラリー2（第一レックスビル1Ｆ 中区堀川町1-14）、
新地ギャラリー3（Ｖビル１Ｆ 中区薬研堀2-6）
【出展作品】
１．繍緻 群洋良 広島市 絵画 タイトル「デュエット」
２．川崎 巧 呉市
絵画 タイトル「ええんかこれで？」
３．春人 さいり 京都府 絵画
タイトル「真夜中」
４．クラムラマッドラット 映像・立体 広島市 タイトル「長老ながし」
５．佐々木 一則
広島市 立体 タイトル「光り輝く惑星」
６．反田 龍治 広島市 立体 タイトル「ホワイト ナイト」
７．木村 國夫 広島市 立体 タイトル「真夜中のはじまり」
８．広島を盛り上げる実行委員会 広島市 映像 「星の約束」
９．奥澤 つとむ 神奈川 絵画 タイトル「夜の愉楽」
１０．大村 洋二朗 東広島市 半立体 タイトル「流川デッパラナイト」
１１．KENZ 東京都 絵画 タイトルユー！ロンサム デブ オヤジ」
【 展示期間 】 平成28 年（2016 年）10 月4 日（火）〜12 月25 日（日）
【 賞について 】 大賞、優秀賞、審査員特別賞、観客賞、各1 名
鑑賞者投票の期間は、10 月4 日（火）〜11 月30 日（水）
≪関連イベント≫
★ 表彰式
日 時 12 月23 日（金）19:00〜（受付18:30〜）
参加料 2000 円（軽食＆ワンドリンク付き）
場 所 第1 レックスビル（噴水前受付）
【 主 催 】 夜の街の芸術を考える会事務局
【 問合せ 】 夜の街の芸術を考える会事務局
TEL:（082）545-7611
FAX:（082）545-7612
★詳しくはこちらから→ http://nightart.webcrow.jp/

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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┏┓
┗■ 【８】文化交流プロジェクト 大イノコ祭り 2016
└────────────────────────────────────────────

●「大イノコ祭り」終了報告
今年は、幸い晴天に恵まれ、地域の方々を初めとし、多くの方々にご来場いただきました。特に初日の 5 日は、カ
ープ・リーク優勝パレードによる人出の影響もあり賑わいました。
運営面では、地域との繋がりも昨年に増して密に運営でき、運営を担った若年層を中心とする「イノコ若衆」の結束
とパワーも一段とアップしました。将来につながる祭りの運営スタイルとともに、
「新しい伝統」の確立のための基礎
ができたことが大きな成果です。
日 時：平成２８年１１月５日(土)
11 時 30 分〜20 時 30 分 １１月６日(日)
11 時 30 分〜20 時 30 分
会 場：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
主催団体：大イノコ祭りを支える市民の会
共催団体：広島本通商店街振興組合・うらぶくろ商店街振興組合
後援団体：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
協力団体：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・亥
の子餅つきたい・広島文化会議準備会・NPO 法人セトラひろしま
参加人数：スタッフ・出演者のべ約 105 名
亥の子巡行参加者約 60 名
「大イノコ」参加者のべ約 120 名
観覧等人出：(2 日間)約 7,900 人（袋町公園会場のみ）
11 月 5 日(土) 晴れ
4,800 人
11 月 6 日(日) 晴れ
3,100 人
実施内容：
【11 月 5 日(土) 】13：00〜 亥の子巡行 出発
15：00〜 大イノコ 開始 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。
17：15〜 餅つき
19：00〜 表祝祭 【変換】
＊出演：榊記彌栄（十七絃）
、SHING（ギター＆電子ドラム）
、丸町年和(舞)
【11 月 6 日(日) 】
13：00〜 「大イノコ」
（おおいのこ）
（自由参加）
15：00〜 亥の子の由来＆各地の亥の子唄紹介
15：15〜 餅つき
18：00〜 「お練り」出発（本通を太鼓隊が練り歩いた）
18：30〜 裏祝祭 【返還】
＊音楽＆舞：広島和太鼓倶楽部「彩」
、広島民俗歌舞団おとまい
19：15〜 ふるまい
20：15〜 綱切り
◎折り鶴のお焚き上げ 「はばたき」
【11 月 5 日 12：00〜6 日 18：00】
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
【11 月 5 日〜6 日 11：30〜20：00】
＊うらぶくろ屋台（飲み物、スジ煮込、豚汁、炭焼き、イノコうどん他）
＊市民の会（猪肉串焼き他）
、おやじ活性化委員会（竹酒他）
・日本焚火学会（猪鍋・ぜんざい他）
・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）
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【第１５回 ひろしま街づくりデザイン賞（活動部門）受賞】
平成28年11月11日、広島市より「大イノコ祭り」を通しての街づくり活動が評価され、表彰されました。

●NPO 法人セトラひろしま「第３２回県民文化奨励賞」受賞決定！！
この度広島県信用組合が広島県の文化振興のために設立した「けんしん育英文化振興財団」より、同賞受賞が決定した。
イベントＡＨ！など街文化発信活動や県主催の「ピースアーチひろしま」・「地元アーティストコンサート」の企画等、文
化芸術活動が評価されたもの。

＊贈呈式 12 月 12 日 オリエンタルホテル広島４F オリエンタルボールルーム A
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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/
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━━* 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◇
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