
 1

133号2017.5-6 

   
▲理事長 今月の一言+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 まず、先日の九州北部豪雨災害で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。 避難されている皆様の安全をお祈
り申し上げます。３年前の広島土砂災害が思い起こされ、心が痛くなります。一日も早い復旧を願っております。 
 また、７月７日には「核兵器禁止条約」が国連交渉会議で採択されました。広島の人間としては誠に喜ばしい限りです。
しかしその場に日本が参加していなかったことは悲しい限りです。どうも日本の政治はおかしな方向に進んでいるように感
じます。もう一度原点に戻って考え直すべきではないでしょうか。 
 さる７月６日には「中振連」と「紙屋町・基町にぎわいづくり協議会」合同の勉強会が開催されました。これは将来の「エ
リアマネージメント協議会」の設立を視野に入れた初めての事業でした。実はこれは広島市中心部にとって画期的な出来事
なのです！ ２５年前に「八丁堀 対 紙屋町なんて言ってる時じゃない！」と中振連も作ったわけですが、なかなか大型店
は「仲良く」というわけには行きませんでした。しかしここに来て、広島駅周辺の再開発や郊外大型施設の台頭によって、
やっとお尻に火が付いて同じ方向に顔が向き始めたのです。これから定期的な話し合いの場を持ち、協働イベントや公共空
間の利活用に結びつくことによって、広島の活性化に結びつけばと大いに期待しております。ただ問題は商業者は一体にな
れたとしてもエリアマネージメントに必要なのは、地域内に存在する「企業」の参加です。東京・大阪や博多の事例でも中
核となっているのは商業者ではなく大企業なのです。その人達が「わが街は我が手で育てる！」と気概を持ち、自分事とし
て「街に投資」してくれなければ、広島は沈んでしまうでしょう。奮起を期待します！ 
 さて来る１８日にはセトラの数々の受賞と１５周年を記念して「記念パーティー」を開催します。いま、会場で披露する
「セトラ１５年の歩み」プレゼンをパワポで作成中です。まとめていて改めて思うのは、沢山に人に支えられて、沢山の事
業をしてきたなぁーという感慨です。本当に有難いことです。それと全ての事業に関わっている石丸副理事長の能力と努力
には、本当に脱帽です。お疲れ様です！ 勿論、関わって貰ったすべての皆様に感謝です。ありがとうございます！ パー
ティー関係だけは、私の仕事ですので頑張って楽しい会にしたいと思っております。すでに締切りは過ぎておりますが、今
週中ならＯＫです。どうぞ今すぐお申し込み下さい。お待ちしております！ 
 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－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 
☆５月１８日（木） 
  参加者：セトラグリーンスタッフ2名 
作業内容：剪定作業、除草、散水、清掃活動、プラワ－ポット移動 

☆６月１５日（木） 
  参加者：セトラグリーンスタッフ2名 
作業内容：剪定作業、除草、散水、清掃活動、プラワ－ポット移動 

☆定期活動とは別に、月曜に清掃、並木通り除草活動も継続中。また、夏季の水やりを行う。 
  5月1日・８日・15日・22日・29日 10時～12時 

6月5日・12日・19日・22日・23日・26日 10時～12時 

セ ト ラ 通 信 
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ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
広島に夏を告げる風物詩、「とうかさん」を迎えました。子どもが小さい頃は、絶対にはずされない我が家のイベントでした。 
６月の１０日は「とうかさん」という認識が開催日の変更により意識が薄くなってしまい、未だ寂しさを感じます。 
去る５月１７日（水）に我が倶楽部ビッグイベント「袋町小学校２年生との花育活動」を行いました。１年で随分成長した姿
に会え、懐かしさと頼もしさを味わいました。「～さんは？」と尋ねられたり、「～さーん」と駆け寄ってくれる子ども達にメ
ンバーの目は垂れっぱなし！こんな繋がりもあって、この活動は止められませ～ん！！というのがこの活動の魅力でしょう
か。秋は、１年生と活動です。新たな出会いを楽しみに活動を続ける事に意欲を増すメンバー達です。 
子どもたちのパワーを受ける絶好のチャンスです。一緒に活動しませんか？お待ち致しております。 
■活動報告 
☆ ５月１７日（水）   午前  袋町小学校２年生児童との花育活動 
                                 インパチェンス植替え 
             午後  サークル花壇植替え 
■活動予定 
☆ ６月１４日（水）   定例活動 交流プラザ周辺の美化活動 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW 
 └────────────────────────────────────────────── 
ゆかたできん祭2017  おそうじ隊活動が無事に終わりました。 
参加してくれたみなさん、ご苦労さま。ありがとうございました。 
今年は珍しく、雨の心配なく活動が出来て幸運でした。土曜日の人出は今までで、一番多かったように思いました。ゴミも夕
刻から溢れかえっていました。今回、３日（土曜日）は手違いから、急遽、ゴミステーションを1箇所増設し、合計１３カ所
で管理してもらいました。 
  例年のことですが、土曜日のスタッフが足りず直前まで苦慮していましたが、鹿島建設さん、みずほ証券さんが４名づつ、
新規に参加してくれて大いに助かりました。遊撃隊も組織できる体制が組めて、前述のトラブルにも対処することが出来まし
た。人員に余裕をもたせることの大切さを、改めて痛感した出来事でした。 また、ポップｼﾞｬﾊﾟﾝさんも２名新規参加、来年
も参加したいと、嬉しい感想を寄せていただきました。 
５月２３日（水）並木通り商店街振興組合の第３８回総会後の懇親会に、セトラひろしまの一員として列席させてもらいま
した。３８年前と云えば、私が広島に来た前年です。当時としては先進的な、“無電柱化” に取り組まれたことを聞かせて
もらいました。 記憶では、街路樹の鮮やかな緑の中に、オシャレな店が立ち並ぶ、東京の青山を彷彿させる、とても魅力的
な商店街の印象が、強く残っています。 当時は五日市の借家住まいで、市内に出る時は必ず立ち寄る場所でした。街路樹の
沢グルミも老朽化が進み、街区も時代に合わせた、リニューアルの時期でしょうね。新たな魅力を備えた街に生まれ変わって、
もらいたいものです。 
袋町公園の花壇に、“ポーチュラカ”と“インパチェンス 合計３５０株を ５月２５日、ソーシャルガーデナー倶楽部の
みなさんのサポートで、植え込みました。                                 （本山） 
４月に行った活動   
● 袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計４回、花柄摘みと除草、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４回行いました。 
● 並木通り美化活動➡➡➡  
５月に行った活動   
● 袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計３回、花柄摘みと除草、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。 
     
◎６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                              

６月→→４日、１１日、１８日、２５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 
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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。 

4.15レポート 
4月ということで、エイプリルフールAH! 
当日会場内にあったタイムスケジュールにも真っ赤な嘘がありました。 
MC TOMOTと、こーげちゃん。  ふたりとも｢LAMP mare｣さんによるスタイリングです♪ 絶好調！ 
 

  

 
まずは、チャーリーダンススタジオさんによるダンスステージ。 

  

 
Alice First Chanceは、 
大柴崇徳さん、由希子さん、そして飛び入りで参加の雪都さん、10ripeeeさん、日浦ももさん5組。 
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優勝は、大柴崇徳さんでした。 
 
AH!プレミアムライブは、 “Yarukist”さん。 

  

つづいてマジシャン レイトさんのステージ。 

  
 
そして、大書パフォーマンス「手紙家くま」さん。 

  
 
ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭは、HIROSHIMA GO!GO!さんと 
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ＧＩＮＧＡＮＥＫＯさん。 

  
激辛カレー早食いには、直後のよしもとお笑いＬＩＶＥ出演の松崎さんも！ 

  
こーげちゃんも犠牲に この辛さは嘘ではありません！ もちろん激辛なのは対決用のカレー スズメバチカレーさんがお
店で出しているのはおいしいカレー、 こちらもおいしさに嘘はありません！！ 
 
よしもとお笑いLIVEは、 クレメンスさん、松崎さん、そして森田の大冒険さん！ 
 
そして、大道芸人 れもんさん！ 

  

今回からは新コーナーもスタート！！ それが、Hiroshima Folk Sceneです！ 
柔和智也さん、そして、KANAMIさん 



 6

    さら

に、急遽、冨永コウヤさんが！冨永さんは、上京して活動されるとのことです。 
 
この日の最終ステージは、Hiroshima Club ScenE。DANDIMITEさんでした。 

  
 
飲食も充実。BUBBLE STARさんのタピオカジュース。本物のタピオカは、ひと味もふた味も違います！ 

  
そして、ぶんごやさんの中津唐揚げ。 
こちらも本物の味！どちらもGWのAH!にも出店される予定ですので、 
ぜひぜひご賞味ください！                                 （報告：近藤倫生） 

《5月のイベントデータ》 

5月3日(水・祝) WEGO Presents～AH!フラワースペシャル ～ 
天候・晴れ 来場者数：7,800 
13:00～ Alice First Chance 14:10～ Yunigu 14:30～ BEAT BOX BATTLE 15:20～ Dancer SORA 
15:30～ 山盛ぼーいず 16:05～ 手紙家くま 16:30～ チャーリーダンススタジオ 16:55～ Yunigu 
17:10～ スズメバチカレーpresents IDOL-ROOM  HIROSHIMA GO!GO!  
18:00～ Hiroshima Club Scene DANDIMITE 18:30～ Hiroshima Folk Scene  柔和智也、KANAMI 
○ブース：AH!タウンインフォメーション、BUBBLE STAR（タピオカ）、カメレオン（トルティージャ）、ぶんごや（中津唐揚
げ） 
5月4日(木・祝) ～AH!フラワー・ライブスペシャル ～ 
天候・晴れ 来場者数：6,700 
13:00～ 万貴音 13:30～ 原田侑子 14:00～ Maica  14:30～ 佐々木リョウ 15:00～ きっさこ  
15:30～ おんぷらんと 16:00～ 吉本お笑いLIVE 17:00～ LaTICA 18:00～ El Combo de la Paz 
○ブース： BUBBLE STAR（タピオカ）、カメレオン（トルティージャ）、ぶんごや（中津唐揚げ） 
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5月5日(金・祝) ～ALICE KIDS～ 
天候・晴れ 来場者数：7,400 
12:00～ ひらお町民サム 12:30～ SORGENTI 13:00～ 城田純 13:30～ BAMP 
14:00からは～ Alice KIDS ～ 14:00～ DANCE(STUDIO TOVOS&LINKS) 
14:30～ だるまさんがころんだ 長縄跳びチャレンジ・ケードロ   
15:40～ BEAT POIN’T（ビートボックス×ヨーヨー） 
16:05～ 手紙家くま 16:30～ 命令命令ゲーム 16:50～ DANCE(STUDIO Onese1f) 17:20～ 
紙ひこうき 
○ブース： BUBBLE STAR（タピオカ）、カメレオン（トルティージャ）、ぶんごや（中津唐
揚げ）、子育て支援ブース（広島市公募型オープンスペースつばさ） 

＊詳しくは次号でレポート！ 
 
＊新しいガイドブックができました！ 

 

５.３-４-５レポート 
５月のAH!は、3日・4日・5日と三日間連続での開催、3日間とも天候に恵まれました。 

 
今回、AH!は並木通りロータリーそばのWEGOさん提供でお届け。 

3日は、ファーストチャンスやビートボックスバトル、IDOL-ROOMや大筆パフォーマンス、さらによしもとお笑いLIVE、クラブシーン

などいつものAH!―― 

4日は、プレミアムライブのリレー。普段見られないパフォーマンスやインストゥルメンタルやラテンバンドなどなど。 

5日は、イケメンパラダイスからスタートして、その後は、アリスガーデンがなんと、こどもたちの遊び場に！ 

3日間それぞれ違った形のAH!をお楽しみいただきました。 

5月3日 

   

飴色りぼんさん                       桃菜さん                 槇氏さん 

Alice First Chance 
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Alice First Chance 優勝 ベジタブルズ               Yuniguさん 
 
BEAT BOX BATTLE 

   

                                                                  BEAT BOX BATTLE優勝 TAISEIさん 
Dancer SORAさん 

   
                                              山盛ぼーいずさん 
手紙家くまさん 

  
チャーリーダンススタジオさん〔下・左〕 
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スズメバチカレーpresents IDOL-ROOMより HIROSHIMA GO!GO!さん            激辛カレー対決 

Hiroshima Club SceneよりDANDIMITEさん（下・左） CLIMBERさん（下・左より2番目） 
 

    
Hiroshima Folk Sceneより  柔和智也さん（上、右より2番目） KANAMIさん（上・右） 
 

5月4日 

   

万貴音さん               原田侑子さん     Maicaさん 

   

佐々木リョウさん       佐々木リョウさんとYarukistさんのコラボ   キッサコさん 
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おんぷらんとさん                       LaTICAさん 

  
El Combo de la Pazさん 

 

5月 5日 

   
ひらお町民サムさん         SORGENTIさん            城田純さん 

    

BAMPさん                             STUDIO TOVOS&LINKSさん 
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だるまさんがころんだ 

   

長縄跳びチャレンジ                        ケードロ 

   

            BEAT POIN’Tさん（ビートボックス×ヨーヨー） 

   

手紙家くまさんとこどもたちのコラボ 命令命令ゲーム         紙ひこうき 

    
ブースでは、 



 12

太光寺の東和空さんによるお悩み相談や手紙家くまさんによる書きおろしも！ 

   

飲食も充実。とっと庵さん、阿波尾鶏（あわおどり）の焼き鳥。ぶんごやさんの中津からあげ。 
BUBBLE STARさんによる、本物のタピオカを使ったタピオカドリンク。 

  
カメレオンさんのナン、トルティーヤ。 

盛りだくさんの三日間でした。                   （文・写真:近藤倫生） 
 
 

《6月のイベントデータ》 

6月24日(土)  天候・雨 18：00時点で中止 来場者数：2,700 
13:00～ チャーリーダンススタジオ 
13:30～ Alice First Chance 出演:EIJI・胡麻大志・たけうちてつや・ほのぼのマジック Mr.MANE・２SEAM  ＊
ベストチャンス賞：Mr.MANE 
14:35～ Yunigu 
14:55～ Yarukist 
15:35～ BEAT BOX BATTLE 
16:35～ スズメバチカレーpresents IDOL-ROOM 出演:HIROSHIMA GO!GO!、２SEAM 
17:35～ 手紙家くま 大書パフォーマンス 
18:00～ 吉本お笑いLIVE クレメンス・松崎 
○ブース：AH!タウンインフォメーション、ぶんごや（中津唐揚げ） 
 

「AH！サポーターショップ」募集！ 
また今期の重点プロジェクトとして、周辺商店街との関わりをより深めるとともに、双方の集客につなげる目的で、
「AH！サポーターショップ」募集することになりました。 
イベント会場では、インフォメーションブースを開設し、タレントがコンシェルジュとなって中央部の情報を発信し
ます。また、サポーターショップ各店を回るスタンプラリーや、店頭への出張パフォーマンスなどを行います。 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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） 
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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’17 
 └──────────────────────────────────────────── 
＊ふむふむ助成金を応募し、5月13日(土)、プレゼンに参加、みごと35万円の助成金をいただくことになりました。 
 

自主制作作品のマーケットとプロモーション・ステージがドッキングした 
広島インディーズの祭典 

INDIKET’17 
【インディケット‘17概要】 
日時：2017年 9月 17日(日)、18日(月－祝日) 2 日開催  
会場：広島市中区アリスガーデン、並木通り、ライヴ楽座 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
インディケットとは、インディーズとマーケットを組み合わせた新しい造語です。広島をインディーズ アーティスト
のメッカにしようと、音楽、ダンス、パフォーマンス、アートと、ジャンルを超えて自主制作作 品のマーケットとプ
ロモーション・ステージを行うイベントとして 2005 年以来毎年開催され、今年１２回目を迎えます。 
■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：並木通り商店街振興組合、アートひろしま製作
委員会、■協力：広島市中央部商店街振興組合連合会、(株)ステージユニオン広島、NPO 法人クリーンディーシーク
ラブ、ライブ楽座、cocoro-toプロダクション、NPO法人アートプラットフォームＧ、RIN STUDIO、NPO法人セトラひ
ろしま（予定） 
■プロデューサー：石澤良一（イベントプロデューサー）・松川友和 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
■企画内容 
【Ａ】自主制作作品のマーケットとプロモーション・ステージの展開 
3つのエントリー部門〈音楽部門・アート部門・パフォーマンス部門〉 
●プロモーションライブステージ：9月 17日(日)、18日(月－祝日) 
◎音楽部門〈①アクスースティックステージ TIME/13：00～18：00 ＠アリスガーデン ②バンド・ステージ 
TIME/18：30～21：00 ＠ライヴ楽座〉、 
◎パフォーマンス部門  TIME/13：00～18：00 ＠アリスガーデン 
＊ＭＣ：石澤良一とTOMOT  

◎音楽部門及びパフォーマンス部門・物販ブース（自主制作ＣＤ・ＤＶＤ他）＠アリスガーデン 
★物販：CD、T シャツ、チケット等、物販出店（プロモーションステージ前後約 2 時間を予定） 

 
●アートマルシェ”INDIKET in Namiki”   9月 17日(日)、18日(月－祝日)  TIME/11：00～16：30 

＠並木通り歩道上：アート部門自主制作作品（アート作品、グッズ等）販売ブース及びパフォーマンス部門大道芸ラ
イブ（大道芸スポット）の展開 ＊並木通り商店街振興組合との合同主催  
 
【Ｂ】フードコンペ   9月 17日(日)、18日(月－祝日)   TIME/11：00～20：00 ＠アリスガーデン 
 飲食ブースの展開とコンテストの実施  （＊限定6ブース程度） 
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【一ヶ月後のポストイベント】 

IndikeTV （インディケッティービー） 

 イベントドキュメントVTRのパブリック・ビューイング（公開視聴）をしながらMC石澤良一とTOMOTが選ばれたア
ーティストのライブステージを解説・紹介。イベント企画会社、放送局等から招待したプロモーターによる評価のも
と支援アーティストを決定！ 
日時：10月中旬 詳細は後日発表！ 会場：ライヴ楽座 

解説ナビゲート：石澤良一とTOMOT  
招待プロモーター（夢番地、キャンディー・プロモーション、ユニオン音楽事務所、 

cocoro-to production、その他、地元放送局、イベント企画会社より招待） 

■公式ウェブサイト： http://www.indiket.net/ 
 
エントリー募集！ 
ジャンルを超えた自主表現系アーティスト集まれ！ 
エントリーは３部門 
《Ａ》音楽部門(①アクスースティック・ステージ ②バンド・ステージ） 
《Ｂ》パフォーマンス部門 《Ｃ》アート部門 
 

  
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【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。♪ 
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～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） 
【４月レポート】 
 桜が満開の４月。春の中央公園は、イベントや団体の集まりに使われることが多く、毎週末賑わっているようです。今年度
初のひろばの日は、グラウンドエリアで「春のグリーンフェア」、芝生エリアで「古道具市」が開催されていました。ケヤキ
の群生する大きな木陰で、子どもたちが遊び、周りでは様々な催しに大人も楽しむ姿がありました。芝生広場では、大学生に
よるゲリラサックスライブも行われ、桜と緑と音楽と子どもの遊び声が響く心地の良い一日となりました。街中の中央公園に、
赤ちゃんから年配の方まで集い楽しむことのできる大きな共有空間の可能性を感じました。 
一方で、たくさんの人が集まることによって、公園の使い方やゴミの問題、車の出入りが増える等、起こりうる課題も見え
ました。公共空間を利用するひとり一人の意識・マナーと、場に関わる各所が連携し対策をとっていく仕組み作りの必要性と
同時に、子どもの遊び場から社会へ発信していける自遊ひろばの役割のようなものも感じました。 
 
１，ひろば活動 
・4月9日(日) 曇：参加者 200名（R 86名･新 114名/リピート率 43%）、ゆうえん隊 9名 
○見守り隊：2名 ○ボランティア：5名（大学生） 
●「自遊ひろば☆写真展」 
※春のグリーンフェア・芝生広場でサックス演奏(市緑政課)、古道具市(廣島古物会)同時開催 
 搬入用車を河川敷内へ駐車 
・4月23日(日) 晴れ：参加者 93名（R 52名･新 41名/リピート率 56%）、ゆうえん隊 8名 
 ○見守り隊：3名 ○ボランティア：4名(大学生)、3名(高校生)  
○訪問：2名(さくらっ子共同保育所)、3名(東区父親の会) 
●『花より団子をつくってたべようかい！』 ｂｙ見守り隊 

２，個人協賛金・寄付品について 
・９日(日)：２，３２２円  ・２３日(日)：１，０８０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(川成)  ・ボランティア受入連絡、調整(六百田) 
・データ打込み、アンケート集計(松本)  ・ＳＮＳの管理(南部) 
・日常活動の準備（備品購入・端材・廃材調達・整理、アンケート・日誌・名簿等 準備） 
・広報、諸連絡等  ・H２８年度報告書作成・提出(松本・六百田)  ・新年度書類等の準備 
４，その他の活動 
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 ・基町共栄会 電気代集金(六百田) 
５，地域連携活動 
・４/１、２０ みくまりの森キッズ－府中町（六百田） 
・４/１３ 呉にプレーパークをつくる会－呉(松本・六百田) 
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【５月レポート】 

 ５月は新緑が美しい季節。中央公園も若々しい緑でいっぱいです。母の日のひろばの隣、芝生広場では、毎年恒例の消防車
の写生大会があり親子連れであふれていました。自遊ひろばでも、母の日に合わせて、ゆうえん隊で何か楽しいことをしよう、
と前回のひろば後のミーティングで話し合っていました。 
当日は、母の日のかおはめパネルを作ったり、地元スーパーの方がアフロのカツラをかぶってやって来て、ギターの弾き語
りをしてくださったりと、とてもにぎやかな１日となりました。 
 中央公園に人が集まってくると、なにやらおもしろいことが起きる。自遊ひろばをやっていると、そんな風に感じます。街
中のオープンな広い公園だからこそ、いろんなものが集まってきて、様々な価値観に出会うことが出来る。中央公園ならでは
の遊び場のおもしろさを実感しました。 
  
１，ひろば活動 
・5月14日(日) 晴：参加者 139名（R 101名･新 38名/リピート率 73%）、ゆうえん隊 8名 
○見守り隊：3名 ○ボランティア：5名（大学生・高校生） 
●「母の日のかおはめパネルをつくろうよ！」：ゆうえん隊 あさり 
●「母の日ゲリラ☆ギターライブ」：基町大森スーパーの大森さん 
※自遊ひろば写真の共有パスワード作成：見守り隊で共有 
・5月28日(日) 晴：参加者 48名（R 22名･新 26名/リピート率 46%）、ゆうえん隊 7名 
 ○見守り隊：3名 ○ボランティア：3名(大学生)  
２，個人協賛金・寄付品について 
・１４日(日)：５２５円 
・２８日(日)：１，９１６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(川成) 
・ボランティア受入連絡、調整(六百田) 
・データ打込み、アンケート集計(松本) 
・ＳＮＳの管理(南部) 
・日常活動の準備(備品購入・端材・廃材調達・整理、アンケート・日誌・名簿等 準備) 
・活動写真整理(近藤) 
・広報、諸連絡、調整、その他(六百田) 
４，その他 
 ・みどり生きもの協会へ連絡（堀川について） 
５，地域連携活動 
・５/１９ 呉にプレーパークをつくる会－呉(松本・六百田) 
・５/２０ 冒険遊び場視察―福山市（南部・六百田） 
       冒険遊び場「てんぐりかっぱ」 千田町 

冒険遊び場「モモパーク」   新涯町 
「ひろせ冒険遊び場」     広瀬町 

 ・５/１０，３１ 「みくまりの森キッズ」－府中町（六百田） 
 
【５月１４日(日)のひろばの様子】：「母の日のかおはめパネルをつくるよ！」 

（ブログ http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog-entry-205.html） 
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学生ボランティアに竹ブランコを教えるゆうえん隊     地元スーパーの大将が来て母の日ライブ！ 

  
    廃材板でなにやら企てる少年たち            母の日ライブ・ペイント？！ 

  
 二人で揺れる布ブランコ     母の日かおはめパネル♪ 
【５月２８日(日)のひろばの様子】 

（ブログ http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog-entry-206.html） 

  
      ひろ～～～い芝生の広場で野球           ゴージャス☆マシュマロ串＆ドーナツを炙る 

  
       並んでお昼ご飯                 壊れた台車。タイヤをいただき♥ 
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    どろんちょ～    小屋にペンキを塗る男の子。・・・ん？中に誰かいる？！ 

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

これからのひろばのよてい 
平成２９年 ６月１１日（日）・２５日（日） 

７月 ９日（日）・２３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 関連事業 
 └──────────────────────────────────────────── 
ＨＯＯ関連   

この3月末をもって、この2年間、中区より補助金を受けて実施した「区の魅力と活力向上推進事業」は終了し、報
告書を提出しました。今年度からは自立して運営に当たります。イベント特集などの企画を検討し、広島のイベント
の発信を続けたいと思っています。 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
「夜街ナイタート」関連   

この3月末をもって、この3年間、中区より補助金を受けて実施した「区の魅力と活力向上推進事業」は終了し、報
告書を提出しました。展覧会に連動したギャラリーツアーやアーティストトークを通して夜街芸術を愛するコミュニ
ティーが出来つつあり、夜街文化の確立に寄与できたと考えています。今後の取組は未定ですが引き続きユニークな
夜街文化を発信できたらと考えています。 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
「大イノコ祭り」関連 

今年、11月4日(土)・5日(日)の開催を目指し、1本2万円の竹主協賛の募集を開始しました。 
竹については、今年度から自力で確保しなければなくなり、竹林や、切り出し人等の確保に努力を
重ねています。 
 

竹主協賛の募集を開始！ 

【「大イノコ祭り」の開催】 
   期日：平成２９年１１月４日(土)から平成２９年１１月５日(日) 
   会場：袋町公園（広島市中区袋町９番） 
  【協賛規格】 

大イノコの象徴「イノコ・インスタレーション“石動（いするぎ）”」に使用される 

竹88本の竹主となっていただきます。 
竹主様のお名前を竹に貼付（縦 368mm×横 86mm）いたします。  
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個人の場合は連名も可能です。 
※“石動”については別紙企画書をご参照ください。 

  【協賛金】 

１本 ２万円 

  【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）                  
Tell：082-545-7611  fax082-545-7612   

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

広島文化会議準備会の動向について 

・平和大通りにぎわいづくり協議会から、平和大通りにおけるアート展示企画について相談を受けました。今後、(社)
ＨＡＰとも相談しながら取り組む予定です。 
・今秋、チェ・ゲバラの写真展とともに映画上映企画に取り組むことになりました。 

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

緊急速報！セトラひろしまが第６回まちづくり法人国土交通大臣表彰！ 
第６回まちづくり法人国土交通大臣表彰にあたり、「特定非営利活動法人 セトラひろしま」が「まちの活性化・魅力創出部門」で国土交

通大臣賞の授与対象に選定されました。 

 

表彰式：平成２９年６月１６日（金）１３時３０分～ 
会 場：すまい・るホール（住宅金融支援機構本店内） ＊東京都文京区後楽1-4-10 

 
＊詳しくは次号でレポート！ 

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


