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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
まだまだ寒い日が続きますが、そろそろ三寒四温って感じになってきましたね。春が近づくと使うこの三寒四温て言葉、
本来は 2 月以降に使ってはいけないらしいです。
「厳寒の頃、3 日厳しい寒さが続いた後、4 日やや寒さがゆるむ。
」という意
味らしいです。でも今では春先に使うのが一般的になったようです。
先日、広島商工会議所の視察旅行に同行して福岡に行って参りました。元々の繁華街である天神地区と新たな賑わいを見
せる博多駅周辺地区に、それぞれエリアマネージメント協議会（以下、協議会）が立ち上がっており、その担当者の話が聞
くためです。そこで興味深いお話を聞くことが出来ました。協議会の主導者は、商店街でも行政でもなく、天神は西日本鉄
道（西鉄）
、博多はＪＲ九州なのです。それぞれが金も人も出して活性化を図っているのです。その額も労力も半端ではあり
ません。この「わが街をよくすることが会社の利益にも繋がる」という意識が決定的に広島とは違う！広島の大企業はどれ
だけ街に投資してくれているでしょうか？ これは実は約３０年前に広島に地下街が出来る際に、同じ博多に視察に行った
ときに感じたことと同じでした。それぞれが切磋琢磨し、九州全土に商圏を広げてきたわけです。
広島でも広島駅周辺では、すでに協議会が出来つつあります。勿論、中振連でも３０年前の感慨を元に中心部をよくする
ために努力してきました。しかし、そろそろ限界も見えていますし、商店街以外の大型店や商業以外の企業がプレイヤーと
して参画してくれないと、これ以上の発展はありません。一刻も早く、紙屋町・八丁堀地区でも組織を立ち上げて事業を進
めるべきだと考えます。もう「パイの食い合い」をしている時ではなく「パイを広げる」努力をすべきなのです！ 微力な
がらセトラひろしまもお手伝いしたいと思っています。
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迎え、落ち着きを取り戻しています。年始は 3 日から、花壇の清掃
を始め目立った荒れや破損も無く、少し安定しているように思えます。維持管理しながら、少しずつ進歩して行きたいと思
っています。
さて、花壇の花は毎年のことですが、春を待ち望んでいます。立春を迎えましたが、まだまだ寒い日が続きますので、体
調管理には注意したいと思います。人工で作られた植え込み場所は、現場で動けるヒトがあって成り立つことだと最近オモ
イマス。
（報告：オザキ マサヒロ）
■アリス定期活動報告
★２月１６日(木)
参加者：セトラグリーンスタッフ 2 名
作業内容：ビオラの枯れ補植、施肥、清掃、散水 ★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
「２月は逃げる」
、まさにもうバレンタインも過ぎ、３月がそこまで来ています。何だか日々せかされているように感じる
のは、年とったなぁとしみじみ感じる私だけでしょうか？
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梅の花が春の訪れを知らせる季節となり、花屋の店先には、桜の木や菜の花、暖かい色の花たちが所狭しと咲き誇ってい
ます。しかし、２月に入ってからの寒波には驚かされましたね。国家試験シーズンに追い打ち掛けるこの非情な天気！恨め
しく空を眺める週末でした。
桜の花が咲き乱れ、人々が笑顔で盛り上がる花見を想像しながら、じっと春の訪れを待ちましょう！！春はもうそこまで
…来ています。
（ソーシャルガーデナー倶楽部）
■活動報告
☆２月８日（水）
定例活動 プラザ周辺の花鉢の手入れ
植物公園「バレンタインフェスティバル」
寄せ植えなどの見学
■活動予定
☆３月８日（水）
定例活動 プラザ周辺の花鉢の手入れ
サークル花壇の手入れ
━━* 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
└──────────────────────────────────────────────
厳しい寒さですが、早や 2 月も半ば、草木の様子などから何となく春の訪れが近いのを感じます。 袋町公園の美化活動は、
この時期、ゴミも落ち葉も少なくて短時間で楽に済ませられます。累計活動回数が 1 月末で４９０回となりました。4 月頃に
は節目の５００回に達しそうです。活動に参加下さる「中国電力」や「ﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ東」や資金協力をして下さる方々のご協力で
続けてこられました。感謝しています。
一年経つのも早いものですね。昨年の今頃は前立腺手術後のリハビリでおとなしくしていました。今年も 2 週間程、体調不
良で鬱々とした日々が続き、最近、やっと元に戻ったかなと思えるようになりました。春の訪れが感じられるようになると活
気がよみがえるように思えます。12 日、久しぶりに「もとまち自遊ひろば」で子ども達とふれあい、元気をもらいました。
老骨に鞭うち？ がんばります。
（本山）
◎１月に行った活動
●袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒ 活動は計４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４回行いました。
◎２月、３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
２月→→２日、９日、１６日、２３日
３月→→２日、９日、１６日、２３日、３０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。
…………………………………………………………………………………………………………………………

今年は AH!、1 月も開催！
2017 年１月 9 日(月・祝)
謹賀新年 AH!×牡蠣の土手鍋 〜成人のみなさんおめでとう！〜
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1 月の AH! 開催は、2008 年以来となる 9 年ぶり。今回は、
「謹賀新年 AH!×牡蠣の土手鍋〜成人のみなさんおめでとう！ 〜」
というわけで牡蠣の土手鍋のブースが OPEN! バブルスターさんのタピオカジュースも！

そして、ステージもスタート。チャーリーダンススタジオさん！
Alice First chance は、挑戦者、3 組。 海さん、鈴光あゆみさん、山東憲史さん。
優勝は山東憲史さんでした！

吉本お笑い Live は、今回ももりたの大冒険さんが登場。
つづいて手紙屋 くま さん。

そして latino mix さんによるカクテルパフォーマンス！！

IDOL‑ROOM は、HIROSHIMA GO!GO!さん。そして、GINGANEKO さん、
もちろん、カレー早食い対決も！ 今回は、ロシアンルーレット方式。激辛なのは一部。今回は、激辛カレーを選びながら
GINGANEKO まなてぃさんが見事勝利をおさめました！

3

そして、日もすっかり落ちて――シンガーソングライター原田 侑子さんのステージ。

この日トリは、Yarukist さんでした！
さて、次回の AH! は、3 月 11 日(土)開催予定です！ 3 月もぜひ AH！に足をお運びください！
（文章：近藤倫生）
《イベントデータ》
平成 29 年 1 月 9 日 (月・祝) 14：00〜20：00
天候：曇り
来場者数：6,100 人
●ステージプログラム
14:00〜チャーリーダンススタジオ
14:40〜Alice First chance ・海・鈴光あゆみ ・山東のりひさ ＊優勝：山東憲史
15:50〜吉本お笑い Live
16:20〜手紙屋 くま ＊大書パフォーマンス
16:45〜latino mix *カクテルパフォーマンス
17:15〜IDOL‑ROOM ・GINGANEKO・HIROSHIMA GO!GO!
18:30〜原田侑子
*弾き語り
19:10〜Yarukist ボーカルユニット
●ブース
★HOO ブース ★タピオカドリンク ★手紙屋 くま
★牡蠣の土手鍋キャンペーンブース（2 ブース）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

【１月レポート】
年明け、今年最初のひろばは、一時、雪がちらつくような寒い日となりました。
「今日は、遊びに来る親子が少ないかもねぇ・・・。」と、ゆうえん隊は、大きなドラム缶にせっせと火を起こし、焚き火
を囲んでおしゃべりに。しばらくすると、見慣れた顔の子どもたちが、ちらほらとやって来て徐々に遊びがはじまって・・・。
大人の遊びにと、家から持ってきた竹の棒の先にロープを結わえ、一本一本丁寧にほぐしていくと、身の丈ほどある筆ので
きあがり。見ていたおじさんが、「モップってロープからつくられとるんじゃね。」と。「筆ですけど！」・・・作り方はお
んなじなのかもね。それから、大きな紙を広げて、子どもたちといよいよ書き初めを。大きな文字を書くのって気持ちがいい！
体を動かして書くのっておもしろい！順番に好きな文字を書いていった後、他の子どもたちも一緒になって、いつの間にか裸
足になって・・・遊び心は寒さを感じさせないのかしらと思うほど、元気に遊ぶ子どもたちでした。その後も、お正月遊びは
広がり、段ボールでカルタをつくってカルタとりをしたり、たこあげを作ってあげたり・・・。ひろばにある物で工夫したり、
家から持ってきたもので作ったり、他の子がやっているのを真似して作ってみたり、それで一緒に遊んだり。ひろばに集まっ
て遊ぶ中で、お互いに遊びが刺激し合って発展していました。
さて、お昼も過ぎ、いよいよお焚き上げをすることに。ひろばのみんなに声をかけ、書き初めで飾った竹の組台に、着火。
一気に燃え上がる炎に、緊張感が走る。大人は自然と見守りの目を子どもたちに見張る。竹組だけあってあっという間に崩れ
落ちる様をみんなで見守っていました。生き物のように変化していく火が燃え尽きる様子を、最後の最後までずっと側で見て
いる子どももいました。
今年の自遊ひろばも、「笑」がたくさんの一年になりますように。
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１，ひろば活動
・1月8日(日) 雨天中止
・1月22日(日) 曇り一時雨／雪：参加者 23名（R 21名･新 2名/リピート率 93%）、ゆうえん隊 6名
○見守り隊：4名
●今年最初のひろばだよ！〜書き初めてお焚きあげよう！
２，個人協賛金・寄付品について
・２２日(日)：１１０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
・１/３１ 市、セトラで協議(来年度事業について・倉庫設置について)

【１月２２日(日)のひろばの様子】：今年最初のひろばだよ！〜書き初めてお焚きあげよう！

今年の漢字は・「笑」！

迷うことなく大胆な筆入れ！

ロープをほどいて作った筆で、大書き初め

「窓をきれいな色にしようっと♪」 「おててもきれいないろにしようっと♪」 タイヤにはまって暖をとるおじさんと若者が小話

今年も一年、笑いの年に！

「ぅぁ・・・・・・・・・・」
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家作り計画中

お餅が焼けたよ

少年が木に登って作ってたのは、ブランコだったのね！

明日もこのおうちで遊びたいなぁ

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

これからのひろばのよてい
３月１2 日（日）・２６日（日）

4 月 9 日(日)・23 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−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
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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。

ただ今展示中！
「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

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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┗■ 【７】文化交流プロジェクト
祭りえんこうさん
└────────────────────────────────────────────

祭りえんこうさん
いよいよ始まる♪ 新しい歴史がっ 新しいお祭りがっ
NPO 法人セトラひろしまも「えんこうさん」実行委員会メンバーとして参加！
ココロト・プロダクション松川氏及び石丸副理事長は企画委員として企画プロデュースに関わってきましたが、3 月 25
日(土)にいよいよ祭りが実施されます。

3 月 25 日(土) 猿猴橋及び周辺河岸緑地
●催し物スケジュール
《河岸緑地整備完成式典》
10:00〜式典
10:35〜船お披露目
《先祭》
11:00〜水上パレード ＊雁木組、アクアネット、広島 SUP クラブ、内水面漁協、来賓者船試乗
11:45〜船遊覧（一般客・有料）
《昼祭》
13:30〜ご縁幸祭事 ＊橋土台杭奉納→縁結び→吉祥祈願→お練り→御輿走り→御輿鎮座
14:30〜祝舞
14:40〜吉祥祈願渡り（地元町内会、幼稚園、一般希望参加者）
15:10〜カープ優勝祈願
15:30〜船遊覧（一般客・有料）
《夜祭》
17:30〜妖怪絵巻 *妖怪たちが川から現れ、春の若水を寿ぐ
17:55〜言祝ぎ点灯
18:00〜祝宴交流
18:50〜フィナーレ「御輿もどし」
●その他飲食屋台ブースも充実展開！

のぼり

ポスター

実行委員会の様子

祭り「えんこうさん」・・吉祥の縁結び！祭りのシンボル「ご縁幸御輿」
恋愛成就、
家庭円満、
商売繁盛とあらゆる吉祥の縁を結ぶシンボルです。
その御輿のご神木となるのが猿猴橋を支えていた 2 本の松杭です。
御輿の造形は、市立大学芸術学部の協力を得て、現代風にまたミニマルにデザインされました。
2 本の松杭は、先ず儀式的な「縁結び」によって結ばれ合体します。その後、合体した松杭は、御輿のパイプで作られたキューブ空間、そ
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れはいわば縁結びの宇宙としての結界ですが、その空間の真ん中に紅白のロープによって吊るされます。こうした儀式的な作業（「ご縁幸
祭事」）を経て完成した御輿は、祈願の後、お練りを行い、最終的に猿猴橋付近の広場に置かれます。そこは祭り場となり、一般来場者は
御輿へ紅白の吉祥ヒモを結んで招福を願うことができます。

猿猴橋を支えていた松杭

御輿のデザイン

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

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◇
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