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▲理事長 今月の一言+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 セトラひろしまは新年度に入りました。10月27日(金)に通常総会と懇親会を開催いたします。皆さん、予定を空けてお
いて下さいね。よろしくお願いします。 
最近、関わっている案件が多すぎて、目が回る忙しさが続いています。 まず「広島ファッションウィーク」が何とか無
事に終了しました。本通り・金座街にレッドカーベトのランウェイが出現した光景は圧巻でした。これは絶対続けたい！ ま
たその前日には「カープ優勝記念ちょうちん行列」も盛大に開催されました。いやーこれはこれで楽しい！ 今回は大きな
トラブルも苦情もなく成功裏に終わったようです。良かったです。次は日本一ですね！ 
 一番時間を取っているのが「アリスガーデン改修委員会」。老朽化したアリスガーデンを「くつろぎの場」と「イベント広
場」どちらにも使いやすいデザインにするべく、会議を続けています。最終的に広島市に提案して受け入れられれば、市と
共に建設に向けての話し合いと組織作りをしたいと考えています。それにも関係するのが「エリアマネージメント協議会」
の設立です。八丁堀と紙屋町を一つのエリアとして公共空間の利活用や環境整備を考えています。そのエリマネの全国組織
が来年、広島で背全国大会を開催したいと言い出しまして、その現地事務局を中振連や紙屋町連合で請け負うことになりそ
うです。あー、また仕事が増えそう... 
そして11月４・5日には「大イノコ祭り」です。これにはうれしいお知らせが二つ。国際大学の学生さんたちが多津瀬さ
に相談しながらオリジナルの和菓子を作ってくれるのと、お好み焼きの屋台も出店してくれます。そしてついに、本通りと
金座街の青年部が屋台を出店してくれ事になりました！青年部が動いてくれたことで明日への絆が生まれそうです。 
また引き続きの事業として街中防災プロジェクトによる「防災マップ」の作成、そして新たな事案として登場したのが「楽
天パーキング」。これは駐車場が平日の「空き」を埋めるために、ネットで予約を格安で受け付けるという仕組みで、楽天が
駐車場と契約して運営します。その駐車場の「紹介」を中振連が受けることになりました。駐車場の経営の手助けと来街者
の長時間滞在を狙った施策です。これの説明会やら記者発表やらで、余計に忙しさが増しております。また個人的には、来
る17日(火)にライヴ楽座で開催される「IndikeTV」、つまりIndeket2017のビデオを観ながら、ＭＣ石澤良 一とTOMOTが
トークショーを繰り広げるというイベントのビデオ編集を担当してしまいました。そして先日すでに撮影は終わったのです
が、ちゅピＣＯＭ(ケーブルテレビ)の『川島宏治のプラスワン』という番組にも出演します。16日(月)から1週間ほど毎日
放映されると思います。大イノコ祭りの宣伝もしておりますので是非ご覧下さい。私の「秘密」も分かるかも… そんな忙
しさのピークにありますので、これ以上の仕事は振らないで下さい(笑) 
 それでは今月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） 
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┏┓ 
┗■ 【１】グリ－ンプロジェクト NOW 
 └────────────────────────────────────────────── 
グリ－ンプロジェクト 
アリスガーデンでは今年の夏、とても厳しい暑さに見回れました。 
暑さ対策として、三年前から行っている花木を増やす花壇に移行により緑が保たれています。 
そして、植物には必ずと言って良い程水が必要なんですが、週三回ほど仲間が天気の様子を見ながら散水してくれており、「若
干の部分枯れはありますが」成果を上げています。 
植物に100％大丈夫は絶対にありませんが、結果は残し続けています。 

（報告：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 
☆８月１７日（金）9時～14時  
  参加者：セトラグリーンスタッフ2名 
作業内容：剪定、除草、散水、清掃 

☆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。 
  8月2日・4日・8日・10日・11日・14日・18日・21日・23日・25日・28日・30日 10時～12時 

 
ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
残暑お見舞い申し上げます。酷暑の日々、体調崩されていませんか？
今夏は、広島土砂災害を思い起こされるような映像に心痛めた日々でした。心穏やかに過ごせる季節へと向かってほしいもの
です。 
 去る8月23日、第14期総会を行いました。ほそぼそと地道に活動を進め、14年目に突入しました。これも皆さんの応援
があってこその実績だと思います。感謝申し上げますとともに、一層の応援！よろしくお願い申し上げます。 
 11 月には、袋町小学校児童との花育活動が控えています。先日、活動の花苗の種まきをしましたが、いつまで続くかこの
酷暑！に振り回され、不安の日々が続きます。さてさて…‼うまく成長してくれるよう祈るばかりです。 
■活動報告 
 ☆８月２３日（水）   ソーシャルガーデナー倶楽部14期総会 
             袋町小学校児童との花育活動のための種まき準備 
             活動を振り返って懐かし映像鑑賞と茶話会 
■活動予定 
 ☆９月  ９日（水）   定例作業 
 ☆９月２７日（水）  種まきの育苗箱からポットポットへ植え替え作業 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW 
 └────────────────────────────────────────────── 
◎８月に行った活動   
●袋町公園美化・定期活動➡➡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行いました。 
◎９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                              
      ９月→→７日、１４日、２１日、２８日 

１０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。 
 

7.15AH! レポート 

《７月のイベントデータ》 

7月15日(土)  天候・晴れ 来場者数：6,800 
『ちゅーピープールpresents AH!Beautiful サマタイ♪』  
ＭＣ：ＴＯＭＯＴ・こうげ 

12:35 Hula part.1  
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12:55 ゲーム1 

13:15 水着collection （ムラサキスポーツ、有限会社PUPPY presents） 

13:40 Beautiful Talk Live part.1－make&Nail－ 

14:05 ヤルキスト 

14:30 Hula part.2 

15:00 DANCE BATTLE 

16:05 やしまグループpresents 浴衣collection 

16:20 Beautiful Talk Live part.2－manner－  

16:40 吉本お笑いLive  

17:20 Hula part.3 

17:50 WEGO collection 

18:10 ゲーム2 

18:20 Beautiful Talk Live part.3－body care－ 
18:55 Rin studio presents MUSIC counterpoint surpoted by Mekers shirt 鎌倉 

＊榊記彌栄（箏）・laTICA(sax× keyboard Duo) 
19:35 Hiroshima club scene 

★アーティストのプロモーションブース  ★AH!飲食ブース(タピオカドリンク) 
★ちゅーピープール・ブース ★美容ブース ★ＳＵＰブース 
 
ＲＥＰＯＲＴ 

7月のAH! 無事に晴れ空！そして、今年もちゅーピープールさんPresentsでお届け！ 

   

 
会場には、大きなプール、サップボードも。今回からブーステントもおしゃれに♪ 
 
ステージも、HulaやBeautiful Talk、水着や浴衣のファッションショーなど、いつもと違った雰囲気に！ 
もちろん、チャーリーダンススタジオさんやダンスバトル、Hiroshimaクラブシーンに 
吉本お笑いライブ、さらにヤルキストさんなど、AH! 定番のステージや常連のアーティストのライブも！ 
そして、6月には雨でお届けできなかったRin studio presents MUSIC counterpoint surpoted by Mekers shirt 鎌倉
のコーナーも無事に開催できました♪♪ 
 
チャーリーダンススタジオさん 
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Hula 

   
水着collection（ムラサキスポーツさん、有限会社PUPPYさん presents） 

    
Beautiful Talk Live 

    
ヤルキスト            DANCE BATTLE ジャッジによるダンスショー  

   
DANCE BATTLE                HeroさんとNabeさん       ダンスバトル優勝 RUI  
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やしまグループpresents 浴衣collection                      WEGO collection  

    
WEGO collection    Rin studio presents MUSIC counterpoint   Hiroshima club scene 

   

（文・写真:近藤倫生） 
 

8.15AH! レポート 

8月のAH!、 
ひきつづき炎天下の中での開催。 

  ま

ずは、チャーリーダンススタジオさんのステージから。今回はタップダンスも！ 
Alice First Chance、MCにはゆうすけくん登場！ 
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挑戦者は4組。佐々木隆宏さん、toyさん、maaさん、Miniめらんこさん。 

  
優勝は、佐々木隆宏さんでした。 
つづいてBEAT BOX BATTLE。県外からの参加も！優勝は、Yuya Basslineさん！ 

   
IDOL-ROOM は、ＡＨ!出演は最後となるGINGANEKOさん、昨年5月以来となるMAPLEZさん。 

  
 

恒例のカレーの早食い対決もありました。最後は、記念撮影。 

  

そして、アリスカフェのあのイケメンのお兄さんが8月いっぱいで、新しい道へ進まれるということで、さよなら企画。ワ
ンマンステージを開催、そして、みんなで送り出します。 
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手紙屋くまさん"大書パフォーマンス " 今回はソーランとのコラボレーション  

   

つづいて、ベリーダンスのステージ なかなか屋外広場でお目にかかれません。そして、MCの「スペシャルゲスト、日本
初上陸です。」という紹介のもと、『SPECIAL GUEST －日本初上陸－』という名のグループが登場！日本一ズルいエンター
テイメント集団とのこと。名前からしてズルいです。 

  

 
吉本お笑いライブは、森田の大冒険さん、松崎さんが登場。 
この日最後は、Bossa no Ar "ボッサ・ノ・アルさん。心地の良い時間が流れました。 
 
そして炎天下のアリスガーデンには、Bubble☆star 広島さんの移動販売車が！！本物のタピオカをつかったタピオカ
ドリンクが渇きを癒してくれる存在でした♪ 

（文・写真:近藤倫生） 
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《８月のイベントデータ》 

観客数：6,500人 天候：晴れ 
12:30 ～チャーリーダンススタジオ  
13:05 ～Alice First Chance 佐々木隆宏、toy、maa、Miniめらんこ  
14:10 ～BEAT BOX BATTLE  
15:10 ～IDOL-ROOM ＊"銀河猫、MAPLEZ  
16:00 ～カレーの早食い対決  
16:20 ～アリスカフェの兄ちゃんさよなら企画  
16:35 ～手紙屋くま"大書パフォーマンス "  
17:05 ～ベリーダンス  
17:25 ～『SPECIAL GUEST －日本初上陸－』 
 17:45 ～吉本お笑いライブ ＊森田の大冒険 松崎  
18:15 ～Bossa no Ar "ボッサ・ノ・アル       ブラジル絃楽器DUO 
 
■9月16日(土) 【イベントデータ】 
天候：小雨 来場者数：3，300人 
13:00 チャーリーダンススタジオ 
13:40 Hiroshima Folk Scene   
14:30 西島瞳 
16:30  Rin Studio presents Music counter point 
    Latica feat.吉田優子 suported by Makers shirt 鎌倉 
17:45 IDOL-ROOM 
18:30 吉本お笑いLIVE 
18:55 森本ケンタ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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】 INDIKET’17 
 └──────────────────────────────────────────── 
【インディケット・イベントデータ】 

インディーズアーティストの祭典インディケット‘17 
～表現者を応援します！～プロモーターやメディアとのマッチングチャンスを演出！ 
 
日時：2017年 9月 17日(日)、18日(月－祝)   2 日開催 
会場：広島市中区アリスガーデン、並木通り 
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■自主制作作品のマーケットとプロモーション・ステージ 
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：  
◎音楽部門 &パフォーマンス部門  
9月 17日(日)＠ライブ楽座（台風のため会場を変更して実施） ＊来場者：80人 天候：台風 
9月18日(月-祝)＠アリスガーデン ＊来場者：4，800人 天候：晴れ 
◎物販ブース（自主制作ＣＤ、ＤＶＤ、T シャツ、チケット他）＠アリスガーデン 
●アートマルシェ”INDIKET in Namiki”   9月 18日(月-祝)  ＊来場者：3，200人 天候：晴れ 
 ＊当初予定の9月17日(日)は台風のため中止  
TIME/11：00～17：00＠並木通り歩道上：アート作品、ハンドメイドグッズ他 
＊並木通り商店街振興組合との共催 
■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 ■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：ライヴ楽座、Cocoro-to production、NPO法人セ
トラひろしま 

  

INDIKET2017 エントリーアーティスト 
●音楽部門（２２組）：KENTA KIHARA、山東のりひさ、秋山健二、柳生マサアキ、宗一郎、花游汀袁且、大柴崇徳、ス
ピーチレス、土田悦治、キッタカ 38、mell、柔和智也、たけうちてつや、maa、神南昌一、あい来、佐々木隆宏、め
ぐ、うずら、Irohanatsumeta、ヤルキスト、『SPECIAL GUEST －日本初上陸－』 
○GUEST LIVE.：レモン、森本ケンタ 
●パフォーマンス部門：（組）：手紙屋くま、ほのぼのマジックMr.MANE 
●アート部門（８組）：MICCO&MARIKO、Zakka屋みらくる、For  you～潤～、Porte・Bonheur、N845、とっ
ちん、FUKU193、手紙屋くま 
 
【一ヶ月後のポストイベント】 

IndikeTV （インディケッティービー） 
Indeket2017 によって選抜されたアーティストのプレゼンテーション・ライブと 
VTR documents のビューイングを行い、招待プロモーターとのマッチング・チャンスを演出！ 
日時：10月17日(火) 18:30 開演予定 会場：ライヴ楽座 
選抜アーティスト：4組（予定） 
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 
 
日時：2017年 9月 17日(日)、18日(月－祝)   2 日開催 
会場：広島市中区アリスガーデン、並木通り 
■公式ウェブサイト： http://www.indiket.net/ 
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詳細は次号でレポート！ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【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 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

（報告：ゆうえん隊 六百田） 
【７月レポート】 
 暑い日が続きます。自遊ひろばでは、川掃除遊びが始まりました。 
数年前に、自分たちの遊び場である中央公園内の小さな川が、大量の藻やゴミの投げ捨て等で汚れているのを見て、当時6年
生の女の子が「川にゴミをすてるな！」と立て看板を作っていたことを思い出します。現在は、ひろばのブラシ10本を使って
大人も子どももゴシゴシと磨いて遊んでいます。普段清掃をされている方やボランティアの方とも話すことがあります。月2
回の中央公園での遊び場ですが、使う人たちの心と手が通うことで、よりよい場になっていくことを実感しています。公園に、
地域の方が関わりながら子どもの遊び環境を整えていくことで、多世代交流のある日常的な地域の場になって行けるのかもし
れません。 
 
１，ひろば活動 
・7月9日(日) 雨後曇：参加者 15名（R 14名･新 1名/リピート率 93%）、ゆうえん隊 9名 
○見まもり隊：2名 ○ボランティア：5名（大学生）→1名ゆうえん隊加入 
●9時半ころ大雨のため一時待機(基町のイベントへ)  
→12時～:ひろば開催・14時～15時頃:応急手当講習(講師:NPOフレフレマートから2名) 
●川掃除開始、かき氷 
・7月23日(日) 曇後晴：参加者 47名（R 39名･新 8名/リピート率 83%）、ゆうえん隊 8名 
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 ○見まもり隊：5名(2名加入)  ○ボランティア：10名(皆実高校看護科6名・広島文化短大・大学生)  
 ○ワンダふるたパークから参加 約20名(中学生・大学生・地域・古田公民館・クッブ山崎さん) 
 ●スイカ割り 
 
２，個人協賛金・寄付品について 
・９日(日)：３００円 
・２３日(日)：２１００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(野村) 
・データ打込み、アンケート集計(松本) 
・活動写真整理・ＳＮＳの管理等(近藤・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、調整、その他(六百田) 
４，その他 
 ・応急手当講習依頼、連絡 
 ・市担当課へ連絡（川掃除・倉庫共有の件、コア会議日程調整について 等） 
 ・みどり生きもの協会へ連絡(中央公園内のポンプ再稼働、トイレ・水道のつまりについて) 
 ・ポップラペアレンツクラブへ連絡(倉庫共有の件について・コア会議日程調整について 等) 
５，地域連携活動 
・７/１４ 呉遊び場つくる会－呉(松本・六百田) 
・７/２３ 西区「ワンダふるたパーク」スタッフ(約20名)から 自遊ひろばへ参加 
【７月９日(日)のひろばの様子】 
（ブログ http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog-entry-210.html） 

  
朝準備に大雨！一時避難し基町ショッピングセンターへ     お昼から雨もあがり。応急手当て講習中 

   
 応急手当て講習の隣では子どもらがトンカンテン 応急手当て講習の裏で落とし穴作り   ロープを操る少年 
 
【７月２３日(日)のひろばの様子】 

（ブログ http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog-entry-211.html） 
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夏休みに入りボランティアの学生さんがたくさん！  パークゲーム「クッブ」をもって遊びに来てくださいました 

          
意外と深い？！          お花紙に段ボールにお絵かきに。みんなしてちゃぶ台で 

   
穴が開きそうなほどの集中！   お昼ご飯はあさり炒飯♪      スイカ割り行列 
 
【８月レポート】 
 夏休みの自遊ひろばでは、みまもり隊（保護者の会）主催で今年もそうめん流しをしようと、朝から準備に取りかかりまし
た。この日は、高校生・大学生ボランティアの１１名の参加がありました。山から調達してきた長い竹をなたで割って節をぬ
く。割った竹を連結させて、長い流し台に。いろんな人たちの智惠と協力によってなんとか完成しました。学生さんにとって
も初めての作業のようで、子どもと一緒になって一生懸命作ってくださいました。そうめんを湯がく作業は、お母さん方が担
当してくださいました。学生さんとお母さん方が、楽しそうに話をしながら作業をしている姿も見られました。 
今年度になって、子どもや地域の活動に興味を持つ高校生・大学生がボランティアでの参加が増え、とても助かってます。
準備片付けはもちろん、子どもたちのエネルギーを体ごと受け止めてくれる若い方の参加は、自遊ひろばにとってもありがた
い存在です。子どもたちが安心して思いっきり発散できることを親御さんが喜ぶ声もよくききます。子どもたちが遊んでいる
間は、親御さん達も芝生の上でゆっくりとした時間をもつことができるようです。普段の忙しい生活の中ではなかなかできな
いことを、子どもだけでなく大人もまた味わっているのかもしれません。オープンでゆるやかでそれぞれにとっての自主的な
空間だからこそ、様々な交流が生まれてくる自遊ひろばになっていくのだと思いました。 
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１，ひろば活動 
・8月20日(日) 晴れ：参加者 35名（R 23名･新 12名/リピート率 66%）、ゆうえん隊 8名 
○見まもり隊：4名 ○ボランティア：11名（大学生・高校生） 

○そうめん流し・スイカ割り(みまもり隊) 

２，個人協賛金・寄付品について 
・２０日(日)：３００円               スイカ、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(野村) 
・データ打込み、アンケート集計(松本) 
・活動写真整理・ＳＮＳの管理等(近藤・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、調整、活動報告書作成、その他(六百田) 
４，その他 
・８/２０ 自遊会議－現状と今後について（参加者１１名）  
 ・ポップラペアレンツクラブへ連絡―倉庫共有の件について 
 ・倉庫の鍵発注（文化シヤッター） 
・８/２５ 市担当課と顔合せ・話合い－現状と今後について 

（池田課長・坂本課長補佐・新担当：新見さん－本山・石丸・六百田） 
５，地域連携活動 
・８/１０ 広島市企画総務局企画調整部 対話会参加－比治山平和の丘構想について（六百田） 
 
 
【８月２０日(日)ひろばの様子】自遊ムービー https://1drv.ms/v/s!Al8mMgbElIPwhoRU7oV4huzAkh45IA 

  
そうめん流しの台づくりに初挑戦の学生さん          台を設置し、うまく流れてくれるか実験中！ 

  
そうめんの後からゼリーが流れてきた！うまくつかめるかしら？         こちらも台を作っているのかな？ 
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捕らわれた？！助けて～マントマン！     今日出会った女の子同士。そうめん流し、楽しかったね♪ 

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

これからのひろばのよてい 
平成２９年 ９月１０日（日）・２４日（日） 
     １０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 関連事業 
 └──────────────────────────────────────────── 

●とうろう流し音楽関連行事 

「慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music”」（報告） 
○日時：平成29年8月6日(日) 
○場所：元安川親水護岸 とうろう流し会場  
○企画コーディネート：特定非営利活動法人セトラひろしま・広島
文化会議準備会 
○内容および方針： 
・慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music” 18：00～21：
00 ＊流れ行くとうろうに向けた音楽演奏（献納） 
＊演奏：2017とうろう流しゾリステン---音楽奉献団 
榊 記彌栄 ＜Kimie SAKAKI / 筝・17絃（Koto）＞・福原 一閒 ＜
Ikkan FUKUHARA/篠笛＞・伊藤 紀江 ＜Norie Ito/ クラリネット
＞・LaTICA～福田ひとみ（saxophone）・ 野村彰浩（keyboard）、三
宅珠穂＜Tamaho MIYAKE/即興演奏：テルミン、鍵盤ハーモニカ、ア
コーディオン＞・小林義男＜Yoshio KOBAYASHI/ Computer 
performance＞・The KOTO BAND 「SyaSya・（しゃしゃてん）」＜筝・
17絃＞ 
●技量あるソリストによるソロパートのリレーに、「日没のセッション」「昇天のセッション」「沈黙のセッション」と
いう簡潔な指示書に基づいたセッションが挿入されたユニークな構成で音楽が流れました。 
対岸では例年に増して「とうろう流し」の光景を音楽を聴きながら見つめる人が多かったように思います。 
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●「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しています。 

竹主協賛の募集！ 

【「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。  
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    Tell：082-545-7611  
fax082-545-7612   
●チラシ・ポスターも出来上がり只今配布中です！ 

   

●袋町学区地区との方々の交流のため、「夏祭り」に参加しました。（上・右） 
 
●祭りで使う竹については、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
きましたが、概ね目処がたちました。 
 
●石動インスタレーションに使う12ｍものの孟宗竹は、江田島の竹林から、チーム木靈
とコラボして確保します。（右） 
●先端の笹やイノコ石装飾
用の竹、竹遊び☆ひろば用
の竹は、武田山の鹿ヶ谷ふ
れあい広場近く、東亜ハイ
ツにある竹林から確保しま
す。NPO 法人里山環境保全
みどり会.とコラボです。
（左） 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

●広島平和大通り×ア－ト Hiroshima ARTery関連 
                   

平和大通りにぎわいづくり事業～平和大通りアート展示 

広島平和大通り×アート Hiroshima ARTery 

ラ・パンセ－歩きながら、思いを馳せる－ 
＊ARTeryとは、動脈、（川、道路などの）幹線の意。 

ＮＰＯ法人セトラひろしまも企画・運営に関わります！ 

会期：平成３０年１月２７日（土）～３月４日（日） ３７日間 
場所：ANAクラウンプラザホテル前緑地帯、クリスタルプラザ前緑地帯、 
   エビデンギャラリー 
内容：■アート展示 ■歴史展示（平和大通りの成り立ちを知り、大通りの未来を考えます。） 
主催：広島市、公益財団法人広島観光コンベンションビューロー： 
運営：NPO法人セトラひろしま、うらぶくろ商店街振興組合、一般社団法人HAP（ギャラリーG）など 
企画検討：平和大通りにぎわいづくり検討会議 
 

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

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◇ 


