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▲理事長 今月の一言+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
寒い日が続きますが、皆様お元気でしょうか？ インフルエンザも流行っているようです。どうぞご自愛ください。 
エマニュエル・リヴァさんが亡くなられました。2008年12月8日に「写真展」のために来広されたのが、つい昨日の
ように思われます。2日間で300枚ほど彼女の写真を撮りましたが、屈託のない笑顔と、ときおり見せる女優オーラがと
ても印象的でした。素敵な方でした。心よりご冥福をお祈りいたします。 
さて、ついにトランプ大統領が就任してしまいましたね。まさかの出来事です。世界の長たるべきポストに中学生のガ
キ大将がなってしまった感があります。これも世界的な保護主義台頭の流れなのでしょうか。経済のグローバル化が加速
しているのに、一方では保護主機政策が進むと一体何が起こるのでしょうか？ 恐ろしいですね。 世界的な保護主義は、
家庭や子供の教育にも影響しそうな気がします。「自分さえ良ければいい！」という考えが蔓延するのが最も恐ろしい。
すでにモンスター・ペアレントとか、除夜の鐘やお祭りの音に苦情を言う住民とかが報道されていますよね。それが当た
り前の世の中になってしまったらどうなるのでしょう？ 商店街でも同じです。「自分の店さえ良ければいい。回りなん
て関係ない！」という人が増えると、街は疲弊・荒廃してしまいます。現に、自分の店の前の掃除をまったくしない店舗
もあるのです。ミクロの分野でも保護主義や自分勝手な行動が横行するようでは、社会は崩壊してしまいます。日本はそ
んな国になって欲しくないし、世界もそうなって欲しくないと思う今日この頃です。 
 今年もセトラひろしまは、保護主義とは関係なく、広島を真ん中から元気にするために友愛の精神で頑張る所存です。 
それでは、今月もセトラ通信をごゆっくりお読みください。  

       （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 
■アリス定期活動報告 
 ★１月１９日(木)  
   参加者：セトラグリーンスタッフ2名 
 ★定期活動日以外に定期的にメンテナンスを行っている。 
 
◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
 寒中お見舞い申し上げます。暖かいお正月でした。 
それぞれのご家庭で楽しく過ごされたこととお察しいたします。 
 成人式・センター試験の頃になると決まって天候が乱れがちなので、今年こそはお正月のように穏やかな１日になればと
願うも今年も見事に大きく裏切られました。その年によって、成人式の着物の趣が違い、目を楽しませてもらってますが、 
アルパークからサンプラザを繋ぐ歩道橋をびっしり埋め尽くし、雨宿りしている成人たちの姿に残念な思いで通り過ぎまし
た。着物の後ばねで着物が想像以上に汚れたみたいですね。これも一生に一度の思い出の１つでしょうか。 
 それにしても週末の積雪には驚かされましたね。全く車が走る音が聞こえず、今何時？とカーテンを開けるとビ・ビック
リ！！ベランダの手すりにつもった雪の高さ！あっつ、パンジーの苗が・・・すっぽり雪に包まれ、黒ポットも見えない！！
どうする事も出来ず、外を眺める１日でした。翌日、ポットの雪を払うと・・・やはり小さな苗は凍ってしみていました。
しかし、数日後にはすっかりよみがえっており、改めて生命力の秘めた強さに何か学んだ気がしました。無限な自然の力に
生かされている自分を思い知らされた雪の日でした。                 （ソーシャルガーデナー倶楽部）

セ ト ラ 通 信 
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■活動報告 
 ☆１月１１日（水）    サークル花壇の草抜き 
              プラザ周辺の花鉢の草抜き・ハンギングの手入れ・お正月用飾り付けの撤去・美化活動 
              新年会と称し、２９年の活動談議 
■活動予定 
 ☆２月 ８日（水）    定例活動 
 

━━* 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：１,５００円（年） 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW 
 └────────────────────────────────────────────── 
１月は「去ぬる」とも云いますが、正月もあっと云う間に中旬になりました。年毎に時間の過ぎるのが早く感じられます。
高齢者を７５才以上に規定しようと提言がなされましたが、自身、まさしく高齢者の範疇に含まれ、そろそろ終活を始めなき
ゃと考える今日この頃です。 
みなさん、ご存じないかと思いますが、高齢者社会を乗り切る方策として、医療介護の「包括支援システム」の普及が進め
られています。介護保険サービス対象５段階の内、軽度の要支援１＆２ の対応を国から市区町村に委ねることが４月から始
まります。在宅での介護を各地域に設置された「包括支援センター」が中心となり、ＮＰＯ団体やボランティアを含めた地域
で支える仕組みのようです。広島市でも住民の繋がりを強固にして、弱者の救護や災害対応など、地域力を高めるための方策
を各町内に精力的に働きかけています。  
近所に、ご夫婦で在宅介護支援を受けて生活されている方がいますが、日中、ホームヘルパーがひっきりなしに出入りして
います。これから益々、対象者が増えてくる中、果たして対応できるのか心配なところです。介護保険のお世話にならず、出
来るだけ面倒をかけずに、この世とオサラバしたいと、つくづく思います。希望通りにいくといいのだけど・・・。 
 袋町公園の美化活動は１月５日からスタートしました。 パンジーも元気に咲いています。         （本山） 
◎１２月に行った活動 
●袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒ 活動は計３回、ゴミ収集と除草を行いました。 
●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。 
◎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→→５日、１２日、１９日、２６日 
     ２月→→２日、９日、１６日、２３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。 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
【2016年1２月AH!】ＲＥＰＯＲＴ 
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広島とのコラボでお届けしました。 
HIVに関する啓発ブースの他、当日はアリスガーデンそばのユノ川クリニックで無料のHIV検査も受けられました。この日
はDANDIMITEさんがMC！アシスタントにこーげちゃん。 
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さて、ステージはチャーリーダンススタジオのみなさんから。（上右）つづいて手紙家くま さん。（下） 

  

そして世界エイズデー レッドリボンキャンペーンin広島のステージでは、HIVに関する知識を問うクイズが出題されまし
た！（下左） 

  
Alice First Chanceは、柳生マサアキさん（上右） 冨永コウヤさん〔下左〕 night streetさん〔下右〕 
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ガッセルテルネイフェーンスヘモントさん（下左）  TO-GA-SSYさん（下右） 

  
の5組がエントリー優勝は、冨永コウヤさんでした！！ 
IDOL-ROOMは、GINGANEKOさん（下左）       HIROSHIMA GO!GO!さん（下右）７ 

  
放課後リミテッドさん（下左）が登場！ 

  
もちろん、今回もコーナースポンサーであるスズメバチカレーさんの激辛カレーによる早食い対決が行われました！！（上
右） やはり今回もお客さんの勝利！ 
よしもとお笑いLiveでは、もりたの大冒険さんが登場、バルーンアートも必見。 
つづいてのステージは、アマウチケントさん！（下左） 
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さらに、急遽、登場、Tooruさん！ヒューマンビートボックスでアリスガーデンを席巻します。（上中） 
Yuniguさんは、ダンスに歌、さまざまなキャラクターの声まねも披露！ 男性のようなアイドルを目指していらっしゃると
のこと！（上右）  そして、Primoさん。（下左） 

  
この日ラストは、Yarukistさんのステージでした！！（上右） 
次回AH!は、めずらしく1月も開催します！9日、成人の日です！（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 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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。 
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【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 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 （報告：ゆうえん隊 六百田） 

【１２月レポート】 

 12月に入り、子どもたちのたき火遊びが賑やかになってくる季節。 
朝一番にやってきた一年生の男の子は、「（自分で）火が起こしたい！」と枝を拾い始めました。母親は、「Ｍ君が初めて
自分で火を着けるとこをみなくっちゃ！」とどきどきしながら見守っておられました。数年前から遊びに来ていたそのお母さ
んは、「自遊ひろばは、癒やしの場なんです。」と言ってくださっていて、乳幼児から小学生までの3人の兄弟を連れて毎回、
お弁当を持ってきてひろばの一日をゆっくりと過ごされます。ひろばで子育て仲間の友達とおしゃべりすることも癒やしの一
つのようです。 
しばらくして、お母さんが下の子の手を引いて川の方から戻って来て「やっぱり川に落ちたのよ～。」と苦笑い。お兄ちゃん
の起こしてくれたたき火の側で、裸ん坊になって服を着替える姿に、火にあたっていた他のお父さん、お母さん方も「大変だ
ったね～。」「元気だね～。」と声をかけておりました。 
寒いこの季節、火の周りはなんだかほのぼのとあったかい空間でした。 
 それから、25日のクリスマス☆スペシャル。見守り隊のお父さんが、サンタさんに扮してひろばにやって来てくださいまし
た。プレゼントも準備してくださり、クリスマスのお鍋ライブの中、子どもたちに一つ一つ手渡してくださいました。大鍋で
作った暖かい豚汁も振る舞ってくださり、今年最後のひろばも、楽しく無事に終えることが出来ました。皆様、いつもありが
とうございます。 
 
 
１，ひろば活動 

・12月11日(日) 晴れ時々雨：参加者 37名（R 28名･新 9名/リピート率 76%）、ゆうえん隊 8名 
○基町：有田さん(ロープワーク)、大森さん、小林さん 
・12月25日(日) 晴れ：参加者 43名（R 34名･新 9名/リピート率 79%）、ゆうえん隊 6名 
 ●クリスマス☆スペシャル（見守り隊）：サンタさん登場・プレゼント・豚汁・クリスマス鍋ライブ 
 
２，個人協賛金・寄付品について 

・１１日(日)：１，０５７円   ・２５日(日)：７８０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 

 ・１２/２１ PPC会議へ参加（倉庫の件について） 
 ・１２/２４ PPC活動へ参加 
・１２/３０ 自遊会議（「PPCと倉庫について」・セトラにて） 
 
５，地域連携活動 

・１２/４ 西区「ワンダフルタパーク」への連携（雨天中止） 
・１２/５ 呉市のお散歩サークル「ファステ」・「クレパステル」と遊び場づくりのミーティング 
・府中町 遊び場づくりミーティング 
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【１２月２５日(日)のひろばの様子】：自遊ひろば～クリスマス☆スペシャル～ 

   
    朝一番にやってきて・・・まずは火起こし！     お父さんと一緒につくろう     ブンブンごまづくり♪ 

  
    ギターの連弾♪                  コロがるコロがる～～～ 

  
サンタ登場！～台車にのって           サンタさんからチビサンタさんへ♥ 
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         こっちにも別のサンタさんが！                 ココにも～！？ 

  
一方、その頃「クリスマスお鍋ライブ」がはじまって♪♪      台車のサンタさんごっこもはじまって♪ 

   
「おに～ちゃん、あ～～～ん。」             木になる姉＆弟♪      良いお年を～～～♪ 

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

これからのひろばのよてい 
２月１２日（日）・２６日（日） 
３月１２日（日）・２６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－ト” 
 └──────────────────────────────────────────── 

セトラひろしまは「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」を展開！ 

 

「西条酒蔵芸術祭2017＠ナイタート」2月1日～3月25日 

「西条酒蔵芸術祭2017＠ナイタート」広島市中区新地ギャラリー1､2､3 

西条酒蔵芸術祭は、東広島市にある西条酒蔵通りにて行われているアートイベントです。 毎年三月の蔵開きシーズンに、
音とアートで彩る体感型インスタレーションを展開してきました。 
2017年からは新たに、学生主催のアートイベント「ART in 酒蔵」と共同で企画開催する運びとなり、 例年のインスタレー
ションに加え、学生展示や多彩なワークショップなどが楽しめる予定です。 
今回のナイタートには、そんな装い新たになった「西条酒蔵芸術祭2017」に参加するアーティストたちが終結。 広島の夜
をアートで彩ります。 
西条酒蔵芸術祭2017 http://www.saijo-artfest.com 
「新地ギャラリー１、３」【芸術祭→ConnecT←】2月1日～3月25日 

芸術祭→ConnecT←は、毎年三月に西条酒蔵通りで行われているアートイベントです。 会場となるのは、西条酒蔵通りに点
在する蔵や古民家などで、西条が日本三大酒処と称されるまでを支えてきた建築物がほとんどです。 
多くの歴史を紡いできた会場には、言葉には出来ない力が宿っています。 音楽家と造形作家がペアを組み、それらの懐を
お借りしながら、空間全体を彩る体感型アート（インスタレーション）を創り上げてきました。 
今回のナイタートでは、新地ギャラリー１と３にてインスタレーションを展示します。 
「新地ギャラリー２」【ART in 酒蔵】2月1日～3月25日 

ART in 酒蔵は、西条酒蔵通りで行われている学生主催のアートイベントで、 2017年で6度目の開催になります。 昨年ま
では8月に行っていましたが、本年度から3月に移動し、 「芸術祭→ConnecT←」と共同で、「西条酒蔵芸術祭2017」を開
催する運びとなりました。 
2017年度は、尾道大学、広島市立大学、比治山大学、安田大学の四校の学生約100人が参加予定。 期間中は、学生による
作品展示を始め、ワークショップなどの参加型イベントも多数開催予定です。 
今回のナイタートでは、広島市立大学の学生が代表して参加し、空間を彩ります。 
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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◇ 


