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129号2016.12 

   
▲理事長 今月の一言+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 
               謹んで新年のお慶びを申し上げます 

 
 旧年中は皆様には大変お世話になりました。 本年も変わらぬご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 
 
セトラ通信１２月号ですが、年を越してしまいました。申し訳ございません。今年は何とか遅れないようにしたいと思
いますが、６０歳を過ぎますと何をするにもスピードが出ません。どうぞお許し下さいませ。 
 
 さて、今年はＮＰＯ法人セトラひろしま設立から１５年目を迎える年です。はやいものです...。 
中振連で開催していた「ひろしま春まつり」が1999年の胡子大祭・暴走族事件の余波で開催が難しくなり、総合演出し
ていた石丸氏がその祭りのボランティアや市民活動をしていた人達と「街づくりのためのNPOを作りたい」と言ってきた
のが2001年だったと思います。そこで、ガーデニング、イベント、ＩＴの達人たちも集まって2002年にセトラひろしま
が立ち上がり、2003年に正式にNPO法人の認可を受けました。すると祭りの資金を活用するための「プレゼンテーション・
コンテスト」や、国からの補助事業で幟町地区の調査事業を請け負い、橋本町公園の再生とお祭りなどを次々に実施した
のです。そして、暴走族排除に成功した2002年から胡子大祭にホコテンを復活させるためのイベント「えべっさん」開
催を担当することになり、翌年には「とうかさん」を支援する「ゆかたできん祭」も担当することになりました。（現在
はそれぞれ、おそうじ隊のみを担当）。そして2004年、荒んでいたアリスガーデンを街文化と観光の拠点として復活させ
るために企画したのが、ＡＨ！アリスガーデンパフォーマンス広場事業でした。同時期にソーシャルガーデナー倶楽部も
発足してアリスガーデンや袋町公園の環境整備も始まったのです。それから実力を認められたセトラは、様々な事業を請
け負ったり、文化振興事業も開催することになったのです。お陰様で昨年、ケンシン文化振興財団様より「第３２回県民
文化奨励賞」を頂きました！ ほんとうにありがとうございました！ 
 しかし、これまでには紆余曲折がありました。いろいろな人がセトラに近づき、去って行った人もいました... 資金
不足、事件やクレーマーに悩まされたこともありましたね...懐かしく思い出されます。しかし「広島を真ん中から元気
に！」というスローガンは、今からが正念場です！ セトラは軟体動物のように形を変え、世代交代を進めながら、これ
からも前に進んでいきたいと思っております。皆一丸となって頑張りましょう！ 
 それでは、新年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） 
 
……＜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” 
【７】文化交流プロジェクト 関連事業 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
┏┓ 
┗■ 【１】グリーンプロジェクト NOW 
 └───────────────────────────────────────────────── 
◎グリ－ンプロジェクト 
 今年一年のアリスガーデン花壇は、少しずつですが植栽の仕方や選ぶ花も淘汰されつつあります。構内に合った植物を、
数年の経験で選び試験的に植えています。更には、お祭り等のイベントなどがある季節には、メンテナンスの時期を少し遅
らせることも始めています。結果的に施工も楽になり、安定して緑がある花壇になってきました。 しかしながら、1年ごと
に状況が変わって行くのが、自然です。 
本年も御世話になりました。 来年も枯れることなく精進したいと思っています。    （オザキ マサヒロ） 

セ ト ラ 通 信 
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■アリス定期活動報告 
 ★１２月１５日(木)  
   参加者：セトラグリーンスタッフ2名 
   作業内容：ビオラ120PT アベリア24PTの植栽 
 ★定期活動日以外に4日間メンテナンスを行っている。 
 
◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
 クリスマスイルミネーションが目を楽しまさせてくれる季節となりました。皆さん、気忙しい思いでお過ごしのことと思
います。今年は、歴史的出来事、オバマアメリカ大統領の広島訪問・熊本 大分地震をはじめ相次ぐ地震・１８歳選挙権施行・
リオ５輪開催・カープリーグ優勝など今年は悲喜こもごもの１年でした。 
 我が倶楽部のメンバーが脳梗塞で入院され、彼女の献身的な支えで倶楽部はうまく成り立っていたのだと思い知らされ、
有難さが身にしみた年でした。来年には、元気な姿に会えると楽しみにしています。 
 交流プラザ前のガーデンシクラメンやビオラのハンギング、児童と植えた焦げ鉢のパンジーがきれいに咲き誇っています。
寒い中、ホッと温かさを感じていただけたらうれしいな！と思っております。 
 健やかな新年をお迎えになられますよう、心よりお祈り申し上げます。 
今年１年、温かく見守っていただき、有難うございました。              

（ソーシャルガーデナー倶楽部）
■活動報告 
☆１２月 ７日（水）   ハンギングの植替え （ビオラ） 
              大型コンテナの植替え 
              新年を迎えるためのプラザ周辺の花の手入れ 
■活動予定 
☆ １月１１日（水）   定例活動 
              新年会と称して今年の活動についての懇親会 
 

━━* 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 
 └────────────────────────────────────────────── 
◎１１月に行った活動 
●袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒ 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→→１日、８日、１５日、２２日 
     １月→→５日、１２日、１９日、２６日 
 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【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。 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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【11月AH!】ＲＥＰＯＲＴ 
 

11.19 AH! レポート 
天候が心配されましたが、すっかり雨もあがりました。この日は、広島文教女子大学のパパママ応援団「ぶんこ」の学生さ
んによる子育て支援ブースも展開！ そしてステージもいよいよスタート！！  

  

 
まずは、チャーリーダンススタジオのみなさん。 
つづいて金座街クリーンアップレディのみなさん。金座街の清掃活動からプロモーション活動まで行っています！ 

  
 
さらに、田中龍志さん！ 
EXILE presents VOCAL BATTLE AUDITION 4にてファイナリストに選ばれた実力者です！ 

   

 
IDOL-ROOMのコーナーは、今回は3組。トップバッターは、放課後リミテッド!! さん！ 
つづいてHIROSHIMA GO!GO! さん！ 
最後は、GINGANEKOさん！ 
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もちろん今回もステージだけではありません。コーナースポンサーであるスズメバチカレーさん特製の激辛 
カレーの早食い対決も行われました！ 

   

 
Beatbox battleは今期、いよいよクライマックス！見事優勝に輝いたのはTAISEIさんでした。 
 
そして、広テレ落語会の告知では、載寧龍二さんが登場！ 
さらに今回からは、よしもとお笑いLIVEのステージも始まりました♪ 
 
さて、ダンスバトルも今期のクライマックス、年間王者が決まります！！ 

   
もちろん、今回もジャッジを務めるダンサーお二人によるダンスショーもありました。まずは、STUDIO Onese1fから
HIROMIさん！つづいて、STUDIO TOVOS / LINKSの代表兼インストラクターを務める 
NABEさん！そして、ダンスバトルクライマックス、優勝の栄冠を手にしたのは、チーム AYA&RYUJI 



 5

      
この日、トリはNobさん！ニューヨークのアポロシアター日本人最多出場6回をほこるゴスペルシンガーです！最後は、
お客さんやダンサーの方もステージに！！ 

 

 
えべっさんの夜に最高のステージとなりました。 
さて、12月のAH!は、3日(土)世界エイズデー「レッドリボンキャンペーン」とのコラボでお送りします！ 
みなさまのお越しをおまちしております！！     （文章：近藤倫生） 
 
【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 
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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 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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「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 

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

【１１月レポート】（報告：ゆうえん隊 六百田） 

紅葉が綺麗な11月。中央公園は、赤や黄色の葉っぱが時折風に吹かれて散り、その光景は一瞬息が止 まるくらいに美し
く、公園を訪れる人も自然と多くなる季節です。 
今月は、6周年のアニバーサリー開催ということもあり、清掃の方のご協力により、落ち葉をためてい ただきました。当日、

子どもたちとみんなで集めた一年に一度の落ち葉の大プールで思いっきり遊びま した。2日目は、残念ながら雨で中止となり
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ましたが、その日の朝、よく遊びにくる小学校1年生の男の 子が「準備、手伝うよ。」と雨の中、着替えを持ってきてくれた
のです。中止になったことをその男の 子に話していると、雨も止んできて、「ひろばやれるじゃ～ん。」と。前日に、ブルー
シートで雨から 守っておいたたくさんの落ち葉でぜいたくに(？！)埋もれて遊びました。道具も何にも無くたって、雨 の日
でも遊ぶ男の子。なんだか、ひろばの原点を思い起こされた6周年のアニバーサリーとなりました。 
１，ひろば活動 
・11月13日(日) 晴れ：参加者 73名（R  44名･新 29名/リピート率 60%）、ゆうえん隊 9名 

●遊会：アニバーサリーについて 
・11月26日(土) 晴れ：参加者 123名（R  51名･新 72名/リピート率 41%）、ゆうえん隊 9名 
●6周年アニバーサリー：自遊劇場づくり、段ボールのかぶりモンをつくって踊ろう、まつぼっツリーをつくろう ロ

ケットストーブ修理、食べごと、どうぞマーケット 
・11月27日(日) 雨天中止：13時半～ひろば・倉庫片付け→28(月) 軽トラでゴミ処理 

２，個人協賛金・寄付品について 
・１３日(日)：１，１６０円 
・２６日(土)：４，５６０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   ・自遊メルマガ 46 号発刊(１２/１０) 
・アニバのためにひろばエリアの落ち葉をおいておいておいてもらうよう連絡する 
・11/15号 「市民と市政」にてアニバの記事掲載 

４，地域連携活動 
・11/5，6 大イノコ祭り「竹遊び☆ひろば」(片付け11/7) 
・11/20 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(搬入11/18・19) 
・中国地方プレーパークへの情報提供 

 
 

【１１月１３日(日)のひろばの様子】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ござを広げて、お母さんと一緒に♪ びっくり(段ボール)箱！ イッヒッヒ～～！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
通り道をはさんだ大人カフェで見守るお母さんたち ひろばの醍醐味の一つ・・・なんでも「焼いて食す！」 
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【１１月２６日(土) ６周年アニバーサリーの様子】 

 
おじいちゃん作のモンキーブリッジ♥  「焼き芋やけたかなぁ・・・。」 明日の「自遊劇場」創作中！  
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・・・ 

    
カメラマンによる「スマホ写真講座」で即、実践！ 缶バッジをつくる機械…「魔法みたい！」っ 

て。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タイヤのターザンロープ 配給係をする中１の兄ちゃん はっぱのお料理も配給 
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まつぼっツリーをつくってます 兄ちゃんが漕いでくれて・・・ビューンッ！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

おそるおそる・・・ 世界を逆さまに見てみる・・・ 

  
段ボールのかぶりモンをつくろう かぶって踊ろうよ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つくった刀でチャンバラ合戦！ 思いっきり！！ 
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かぶりモンかぶって背中で踊る、お背中音頭に笛が鳴る♪ はっぱ♥ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

これからのひろばのよてい 
2017年 １月８日（日）・２２日（日） 
 ２月１２日（日）・２６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。 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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┏┓ 
┗■ 【６】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。 

 

ひろしま夜街芸術"ナイタート"公募展」最終審査発表 

観客による投票結果により、以下の賞が決定し、表彰式を行いました！ 
投票総計：336票 
大賞 (1名、10万円) 

4番 170票 
作品タイトル：「長老ながし」（映像・立体） 
受賞者：クサムラマッドラット 
優秀賞 (1名、5万円) 

12番 32票 
作品タイトル：「夜」（平面・絵画） 
受賞者：穐丸我聞 
観客賞 (1名、5万円) 

7番 26票 
作品タイトル：「真夜中のはじまり」（立体） 
受賞者：木村國夫 
審査員特別賞 

今回は該当者なし。 
但し、全員にchim↑pomの「芸術実行犯」を進呈。 

表彰式 

12月23日(金)19：00～  第1レックスビル噴水前にて 
表彰状及び賞金の授与しました。 

  
 大賞「長老ながし」（映像・立体）         大賞受賞者：クサムラマッドラット 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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┏┓ 
┗■ 【７】文化交流プロジェクト 関連事業 
 └──────────────────────────────────────────── 

「第３２回県民文化奨励賞」受賞しました。 
一般財団法人ケンシン地域振興財団により12月12日、広島県の推薦もあり団体として受賞しました。イベントＡＨ！
など長年にわたる街文化発信活動や、今年8月実施された「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ました。 
 
＊贈呈式 12月12日 オリエンタルホテル広島にて。 

  

2016年（平成28年）12月13日 中国新聞 朝刊 

 

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


