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▲理事長 今月の一言+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 

 新年のご挨拶も出来ないまま2月になってしまいました。あらためまして新年のお慶びと寒中のお見舞いを申し上げます。

とにかく毎日、寒い！雪がちらつかない日はありませんね。インフルエンザも大流行しています。どうぞご自愛下さい。 

 セトラのレジェンド、本山理事が喜寿(77歳)を迎えられました。おめでとうございます！これからもお元気で！！ 

 さてセトラは今から大忙しになります。すでに始まっている「平和大通り芸術祭」も、1月28日にワークショップ、2月

10日には「アートマルシェ」（協力：うらぶくろ商店街）が開催されます。そして広島市が地下街シャレオで計画する「西

国街道」をテーマとしたイベント「いまシャレオは、西国街道でござる」に、代理店の下請けとして協力。3月の3・4日と

10・11日に開催されます。それとほぼ並行して、駅前の「えんこうさん」が3月24日に開催されます。石丸さんと松川君

は大忙しとなります。テーマが同じなので、相互連携して街中と広島駅を結ぶイベントになれば、今後の「楕円形の都心づ

くり」に寄与できるのでないかと期待しています。皆様、ご協力の程よろしくお願いします。 

 また東京オリンピックにも採用された都市型スポーツを集めた世界大会「ＦＩＳＥ（フィセ）2018」が、4月6日(金)～8

日(日)に旧市民球場跡地で日本初開催されることが決定しました！ ヨーロッパでは50万人が集まる人気で、広島でも全世

界から10万人の来場者が予想されています。商店街とセトラでは、この大会を盛り上げるためのイベントが出来ないかと思

案中で、とりあえず3月21日(祝)のアリスガーデンを押さえてありますが、なにせ日本での組織委員会が出来たばかりで、

てんやわんやの状態らしく協賛している県・市も振り回されているようで未確定です。折角の機会なのですから、有効な施

策をとって来広者へのおもてなしとアピールをしたいものです。まだ日本語の公式サイトが正式に立ち上がっていないよう

なので、以下の広島県のページをご覧になり、周りの人に「4月にFISEってのあるんだって」と宣伝して下さい。 

広島県広報課： https://www.pref.hiroshima.lg.jp/kouhou/weekly-topic-detail.html?d=20171124&n=1 

FISE2018暫定：http://www.fisehiroshima.jp/ 

※今月からAH!の欄を「まちなか賑わいプロジェクト」として、インディケットなどのお祭り・イベント等を統合します。 

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 
 └────────────────────────────────────────────── 
 アリスでは、毎年恒例の忘・新年会シーズンも終りを迎えつつあります。他にも恒例で、年末から猫に花壇が荒らされ始め

ています。更には、公共の場であるトイレについても目に余る状況が続き、数回の清掃会社さんへの報告をしております。そ

の都度の対応が現在のアリスガーデンです。 
もしも何年か先に、改修工事が行われるとすれば、今の現状にある問題点をクリアでき、施工後あらゆる情勢が変わるであ

ろう、10年先を見越した広場になることを願います。                    （報告：オザキマサヒロ）

■アリス定期活動報告 
☆１１月１６日(木) 9時30分～13時00分 
  参加者：セトラグリ－ンスタッフ2名 
  作業内容：散水、除草、清掃活動、フラワ－ポットの移動 
☆１２月２１日(木) 10時00分～13時00分 

参加者：セトラグリ－ンスタッフ2名 
  作業内容：散水、除草、清掃活動、フラワ－ポットの移動 
☆定期活動とは別に、月曜に散水・清掃活動等も継続中。 
  11月1日・6日・10日・13日・17日・21日・27日・30日 10時～12時 

セ ト ラ 通 信 
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  12月4日・7日・11日・14日・19日・25日・28日 10時～12時 
  作業内容：除草、散水、清掃、フラワ－ポットの移動 
 
■ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
ちょっと間延びした感がありますが・・・・・ 
 セトラの皆様、寒中お見舞い申し上げます。皆様、輝かしいお正月をお迎えになられましたこと、お喜び申し上げます。皆

様のお力添えにより、我が倶楽部活動も15年目の節目の年を無事に迎えることが出来そうです。地道な活動ではありますが、

ボチボチ無理をせず、メンバーのそれぞれのペースで続けてまいりますので、引き続きご指導・応援よろしくお願い致します。

 穏やかなお天気でお正月を過ごしたものの、1月末から予想以上の寒気が襲っています。 
インフルエンザも猛威を振るい、気が気ではない日々です。くれぐれもご注意ください。 
 今年初めての活動日に、メンバーにとってうれしい光景が目に入りました。天気不良でプラザ内で今年の活動ついての意見

交換をしながら、昨年末に植え替えた見事に咲き誇ったガーデンシクラメンのハンギングバスケットをなかから眺めている

と、初老夫婦がハンギングに近寄り、あれこれ話を楽しむ姿が目に飛び込んできました。何だかとっても嬉しくて、さりげな

いこの光景が活動の醍醐味であることにやっと気づかされました。あと何人か立ち止まって眺めながら立ち去る姿に、気分は

MAX！お天気に振り回され活動している私たちへの寒さと雨がプレゼントをくれたようです。 
 末筆にはなりましたが、今年2月に我が倶楽部のお父ちゃん！黒1点の本山さんが喜寿を迎えられます。ハーレム状態でさ

ぞや居心地抜群だと思われていることでしょうが、手より口！個性的？なメンバーの集団の中で取りまとめる仕事は、精神的

にも大変！！だろうなと思いながらも 居心地の良さにどっぷり甘えております。これこそ倶楽部が長く続けてこられた由縁

だと改めて感謝しているメンバー達です。「本山さ～ん‼おめでとうございます。これからも宜しくお願いいたします。」 
【活動報告】 
 ★H２９年１２月０６日 お正月を迎えるにあたりプラザ・サークル花壇美化活動 
                 クリスマスの飾りつけ 後日飾り撤去・お正月飾りつけ作業 
 ★H３０年 １月１０日 活動開始 天候不良のため、意見交換会 
             新年会と称して、ランチ（三井ガーデンホテル） 
【活動予定】 
★Ｈ３０年 ２月１４日 定例活動日 

 
 
┏┓ 
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW 
 └────────────────────────────────────────────── 
◎１２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。 

◎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→→１１日、１８日、２５日 
     ２月→→１日、８日、１５日、２２日 
 
 
┏┓ 
┗■ 【３】まちなか賑わいプロジェクト NOW 
 └────────────────────────────────────────────── 

アリスガ－デンパフォ－マンス広場AH! 

 
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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《１０月のイベントデータ》 

『AH!』Fashion week  天候：曇り→晴れ  来場者数：6,600人  

ＭＣ：ＴＯＭＯＴ & こうげ、ゆうすけ 

12:00～チャーリーダンススタジオ  

12:30～"Rin Studio presents Music counter point  suported by Makers shirt 鎌倉" 

13:10～Folk scene  ＊maa、柔和智也、kanami 

14:00～手紙屋くま 大書パフォーマンス 

14:25～佐々木リョウ （プレミアム・ライブ） 

14:50～IDOL-ROOM Hiroshima gogo、MAPLEZ、まなみのりさ、カレーの早食い対決 

16:00～吉本お笑いLive  

16:40～AH!×Hiroshima Campus Collection お客様参加型、ゲーム形式のファッションショー 

18:30～ヤルキスト （プレミアム・ライブ） 

１０月AH! レポート 

10月のAH! 準備段階で強い雨、ひやっとしましたが、その後、雨も無事上がりました。オープニングはもちろん、チャー

リーダンススタジオのみなさん！つづいてRin Studio presents Music counter point suported by Makers shirt 鎌倉の

コーナーは、LaTICAさん、箏奏者 榊記彌栄先生とのコラボも。  

  

Hiroshima Folk Sceneのコーナーは三組の出演。maaさん、柔和智也さん、そしてKANAMIさん。 

   

大書パフォーマンスは、手紙家くまさん 

  

そしてこの日昼のプレミアムライブには佐々木リョウさんが登場！ 
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IDOL-ROOMでは、HIROSHIMA GO!GO!さん、MAPLEZさんそして まなみのりさ さんが登場しました！ 

   

吉本お笑いLIVEは、森田の大冒険さん、松崎さん、クレメンスさん、間慎太郎さんの豪華四組！ 

さらに今年もAH!×Hiroshima Canmpus Collection 予選プレイベントが開催されました！！ 

   

 

  

この日のトリとなる夜のプレミアムライブはヤルキストさんでした！！   

（文・写真:近藤倫生） 
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《１１月のイベントデータ》 

アリスガーデンパフォーマンス広場AH! 『AH!えべっさんスペシャル』 
平成29年11月18日 (土)  天候：晴れ 来場者数：5,500人 
ＭＣ：TOMOT & こ－げ・ゆうすけ 
13:00～チャーリーダンススタジオ  
13:30～BEAT BOX BATTLE  Grand Campion Ship 
15:00～DANCE BATTLE   Grand Campion Ship 
16:10～IDOL-ROOM まなみのりさ ＊カレーの早食い対決 
17:25～手紙屋くま 大書パフォ－マンス 
17:50～吉本お笑いLive 森田の大冒険、松崎 
18:25～Hiroshima Folk scene  柔和智也、KANAMI 
19:10～Rin Studio presents Music counter point 箏：榊記彌栄、榊ことね 津軽三味線：河野一志 

 
１１月AH!えべっさんスペシャルレポート 
11月のAH!は、えべっさんスペシャル。街中がえびす講で賑わう中開催しました。オープニングはもちろん、チャーリーダ

ンススタジオのみなさん。 

  

そしてBEATBOX BATTLEはグランドチャンピオンシップ。年間のチャンピオンを決めます。優勝は1ponさん！ 

    
DANCE BATTLEもグランドチャンピオンシップ、年間チャンピオンをかけた熾烈な闘い。 
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そしてもちろん、ジャッジのお二人によるダンスショーもありました。優勝は、Ruiさんです。 

    

 

つづいては、手紙家くまさんによる大書パフォーマンス。 

  

よしもとお笑いLIVEでは、松崎さん、森田の大冒険さんが登場。 

IDOL-ROOMは、まなみのりさのみなさん。 

  

そして、Hiroshima Folk Sceneのコーナーは、柔和智也さん、KANAMIさんが登場。 
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この日の最後は、Rin studio presents "MUSIC counterpoint"のコーナー。えべっさんスペシャルと題して、 

箏の榊記彌栄先生、榊ことねさん、津軽三味線の河野一志さんによるステージをお届けしました。 

  

（文・写真:近藤倫生） 

 

《12月のイベントデータ》 9月16日(土) AH!  天候・雨→小雨→曇り 来場者数：3,400人 

12月2日(土)プログラム！ 

MC こーげ・ゆうすけ 
12:00 チャーリーダンススタジオ 
12:30 Alice First Chance 徳富美月、たけうちてつや、Tom、Free taste 
13:30 プレミアムLIVE ヤルキスト 
14:00 エイズデー クイズ形式トークショー 
14:30 手紙家くま（大書パフォーマンス） 
15:00 エイズデー クイズ形式トークショー 
15:15 IDOL-ROOM HIROSHIMA GO!GO! 
16:00 じゃんけん大会 
16:25 よしもとお笑いLIVE 
17:00 Hiroshima Folk Scene  KANAMI 
17:30 プレミアムLIVE ヤルキスト 
 
 
12月AH!レポ－ト 
12月のAH!は毎年恒例、世界イエズデ－ レッドリボンキャンペ－ン in広島とのコラボ。 
アリスガ－デンには、啓発ブ－スが出ました。 
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寒い季節とは言え、この日は例年よりは温かい一日となりました。 

飲食ブースは、ケバブに唐揚げ。Star's Kitchenさんが出店！ 

 

さて、ステージもいよいよスタート！ MCは、こーげちゃんとゆうすけくん。 

オープニングはもちろん、チャーリーダンススタジオさん！ 

  

 

つづいてAlice First Chanceのコーナーｊは、徳富美月さん、たけうちてつやさん、Tomさん、Free tasteさんの4組。 

優勝はTomさんでした。 
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プレミアムLIVEは、ヤルキストさん。この日1回目のステージ。 

  

そしてレッドリボンキャンペーンin広島のクイズ形式トークショー 

今年もブンカッキーさんが来てくれました！ 

 

 

さらに手紙家くまさんによる大書パフォーマンス。 

  

くまさんの後は再び、レッドリボンキャンペーンin広島のクイズ形式トークショー 

ブンカッキーさん、あえなく不正解。 

 

しかし、客席の正解率は非常に高かったです！エイズに対する知識は着実に広まっているようです。 

つづいてのコーナーは、IDOL-ROOM。HIROSHIMA GO!GO!さんが登場です。 



 10

  

よしもとお笑いLIVEは、森田の大冒険さん、松崎さんが登場。 

 

そして、Hiroshima Folk Sceneは、 KANAMIさんのＬＩＶＥステージ。 

  

この日トリは、プレミアムLIVE。 ヤルキストさんが2度目の登場！ 

 

さて、AH!は1月・2月とお休み、次回は3月です!たくさんのお越しをお待ちしております。  

（文・写真:近藤倫生） 

 
Facebookページ，開設！ 
ぜひ「いいね！」をお願いします。AH!のページ→イベントAH! 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

好評です！AH! ＲＣＣラジオ番組でオンエア！ 

“AH! FUN RADIO” 
月曜日 夜 21時～ 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/ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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┏┓ 

┗■ 【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 

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

【１０月レポート】 

10月は、台風接近もあり1日のみの開催でした。この日は、絵本たねまき塾主催の大平さんがたくさんの絵本を持って、自

遊ひろばへ遊びに来てくださいました。ひろばで過ごす時間にゆっくりと絵本を手にとって見て欲しいと、絵本との出会いの

場づくりのために活動されていました。青空の下での自遊図書館はとっても気持ちが良さそうで、お気に入りの絵本を見つけ

るとレジャーシートに寝そべって読んでいるこどももいました。時々読み聞かせもしてくださり、公園ならではの開放感に心

地のよい空間となっていました。 

来月はいよいよ、自遊ひろば7周年アニバーサリーです。今年は、今まで交流のあった遊び場づくりの会の方とともに、遊

びの環境がより広がっていくための一歩として会同士の交流会を予定しています。 

様々なあそび場が、それぞれのよさや課題を共有していけるような、ゆるやかなネットワークに発展していければと思ってい

ます。 

１，ひろば活動 

・10月8日(日) 晴れ：参加者 53名（R 42名･新 11名/リピート率 %）、ゆうえん隊 7名 

○見まもり隊：5名 ○ボランティア：5名（もとまちカフェ大学生など） 

●午前：絵本たねまき広場(大平さん) ・10月22日(日) 中止：台風接近のため 

２，個人協賛金・寄付品について 

・８日(日)：９３１円   ・２２日(日)：中止      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(三島 他) 

・広報、諸連絡、調整、その他(六百田) 
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４，その他(六百田) 

・１０/１２  アニバ交流会相談で安芸区役所へ 市担当課へアニバの連絡・相談 

・１０/１９ アニバ打ち合せでハミングバードカフェへ 

５，地域遊び場づくり連携活動（六百田） 

・１０/１  「砂持ち加勢祭り」でのポップラペアレンツクラブ協賛バザー 参加 

・１０/５  寺山PPのこどもコミュニティネット可部へアニバあそび場づくりの会交流会相談 

       ワンダふるたパークの古田公民館へアニバ打ち合せ 

・１０/１３ 大イノコ会議・竹遊びひろば 

・１０/１４ 大イノコ祭り・竹遊びひろばで武田山へ 

・１０/２３ 大イノコ会議・竹遊びひろば 

・１０/２４ 大インコ祭り・地域挨拶回りと広報 

・１０/２８ 大イノコ祭り・竹遊び講習で八本松へ(六百田) 

・１０/３１ くれにあそび場をつくろう会ミーティングで呉協働センター 

【１０月８日(日)ひろばの様子】 

  
タンクトップのTちゃんの描いた絵に一同思わず（笑）     一緒に揺れるのって楽しいね♪ 

   
お昼ご飯の竹輪。食べる前に笛をつくってみた   集めたどんぐりを煎ってみる  ちょうどいい感じに  

   
ワタシもやってみたい！・・みたい。    煙がでるでる～            木登り！ 



 13

  
久しぶりにひろばで会った二人でなにやら・・・           息もぴったり♥ 

   
赤い物体がひろばに転がっている・・・？！      あさり（ゆうえん隊）がちぎれちゃうよ～(>_<) 

（報告：ゆうえん隊 六百田） 

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

【１１月レポート】 

秋も深まり中央公園は落ち葉がいっぱい。天気のよい休日には家族やグループで過ごす大人の姿がたくさんありました。12日

の自遊ひろばでは、年に2回のフリーマーケットが隣芝生広場で開催されており、アニバーサリー以上にたくさんの親子連れ

が遊びに寄られました。普段のひろばとはまた違った層にあそび場を知っていただくよいきっかけとなったように思います。 

 そして、25・26日は、7周年アニバーサリー。初日は、地域であそび場づくりに関わる団体が集まり、初めての交流会を

行いました。お互いの活動を紹介し合い、意見交換をしました。子育て中のお母さんが中心となっているところや、中学生と

地域を公民館の方がつないでいるところ、退職された方達が山の整備活動から子ども会のニーズを受けて遊び場をはじめたと

ころ、自宅庭で小さく始めたところなどがありました。それぞれの地域や関わる人によって様々なあそび場のカタチがあり、

あそび場に関わる人たちのゆるやかなネットワークをつくっていこうという提案もあがりました。2日目は、前日に子どもた

ちとつくった自遊劇場(小ステージ)を開演。これまでに自遊ひろばに関わってくださった方や、あそび場に来ていた方も自遊

劇場の赤じゅうたんのステージに上がり、得意の技を披露してくださりました。ゆうえん隊からは、コスプレ即興劇ヒーロー

ショーで出演し大いに盛り上がっていました。公園内を歩いていた若い人たちのグループや外国の観光客の方も立ち寄って観

覧していたり、都会の中で自然を感じられる中央公園の広いオープンスペースならではの雰囲気がありました。その場に集う

人たちで工夫して楽しむ、自遊ひろばらしい7周年のアニバーサリーとなりました。これからも様々な人を巻き込みながら楽

しんでいく自遊な雰囲気を大切にしていきたいと思います。 

 

１，ひろば活動 

・11月12日(日) 晴れ：参加者 190名（R 50名･新 140名/リピート率 26%）、ゆうえん隊 9名 

○見まもり隊：5名 ○ボランティア：10名（大学生9名・高校生1人） 

□「廣島古物会(フリマ)」が隣の芝生広場で同時開催のため新規参加者増。 

・11月25日(土) 晴れ：86名、ゆうえん隊 7名 

 ○見まもり隊：4名 ○ボランティア：6名 

 ●7周年アニバーサリー１日目：自遊劇場づくり 

  あそび場づくりの会の交流会(6団体7名・行政1名) 

  もとまちカフェ(基町地域活性化M98の大学生)が参加 
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   「絵本たねまき広場」：大平さん 

・11月26日(日) 晴れ：参加者 68名(R 40名・新 28名/リピート率 59%) 、ゆうえん隊 11名 

  ○見まもり隊：6名 ○ボランティア：10名 

  ●7周年アニバーサリー２日目：自遊劇場開演 

   協力:ワンダふるたパーク、基町大森さん、阿部さん、ガク劇団、こうだfusai 

２，個人協賛金・寄付品について 

・１２日(日)：２，８７０円  

・２５日(土)・２６日(日)：３，３４２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(三島 他) 

・広報、諸連絡、調整、その他(六百田) 

４，地域遊び場づくり連携活動 

・１１/１   武田山へ竹材調達(大イノコ祭り「竹遊び☆ひろば」) 

・１１/４、５ 大イノコ祭り「竹遊び☆ひろば」 

・１１/１１  自然観察会(呉市二河公園)へ参加・相談（くれにあそび場をつくろう会） 

・１１/１９  みくまり峡第4回親子山あるき実施(みくまりの森キッズ) 

・１１/２３  「草刈り手入れ会」呉市二河公園スポーツ会館隣の遊び場候補地(くれつくろう会) 

・１１/２８  あそび場会議 呉市民協働センター（くれにあそび場をつくろう会）  

 

【１１月２５日(土)ひろばの様子】：７周年アニバーサリー１日目 

  
    初！広島あそび場づくりの会の交流会               自遊ひろば写真展 

  
もとまち活性化活動の大学生がカフェを持って遊びに♪   カフェでのワークショップ。子ども店長がいる？！ 
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明日の「自遊劇場」に向けて看板づくり♥            マシュマロ焼きくらべ～ 

 

 

 

【１１月２６日(日)ひろばの様子】：７周年のアニバーサリー２日目 

  
自遊劇場① 「ワンダふるたパークから大道芸★皿回し」 自遊劇場③ 「感動再びカープ紙芝居～阿部さんと為さん」 

         
自遊劇場④「ゆうえん隊ガク劇団のコスプレ即興劇★アドリブ的ヒーローショー」     自遊劇場⑤ 「瞬き厳禁一発芸！」 



 16

   
自遊劇場⑥ 「こうだfusaiのウクレレ自遊コンサート」       「あ～っ、Tちゃんみっけ！」 

  
         葉っぱ集め豪快ね！？                    鼻の下におひげが～     

   
大事そうにどこにもってくのかな(^^)？       最後はやっぱり・・・葉っぱ合戦に！！大人も参戦(^^)！？  

 

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

これからのひろばのよてい 

平成３０年１月１４日（日）・２８日（日）/２月１１日（日）・２５日（日）/３月１１日（日）・２５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 広島市「まちかど音楽ブロデュ－ス事業」THE HIROSHIMA MUSIC BOAT 
 └──────────────────────────────────────────── 

広島市「まちかど音楽プロデュース事業」・・・委託を受けて実施しました！ 

■取組名：THE HIROSHIMA MUSIC BOAT 

■日時：2017年11月23日(木－祝) ＊14:40～（広島駅前川の駅出発）～15：35 

    ＊当初予定の10月29日(日)実施は台風のため中止、上記日程に変更して実施。 

■場所：広島駅川の駅→原爆ドーム→平和公園親水護岸 

■演奏：LaTICA 

野村彰浩(synthesizer, compose, arrange )と 福田ひとみ(sax)、によるエレクトロニカデュオユニット。心地良い電子音
を背景に、クラシックやジャズ、宗教音楽や民族音楽等の要素を調和させて行くかのように即興演奏によって輪郭が描かれ
る。聴きやすくも「deep」で「mellow」。「長く聴いていたいサウンド」として定評がある。 

■演 目： 

○スタンダード曲をフィーチャーした即興 

○以下の野村彰浩氏オリジナル曲をベースにした即興演奏 「optimizer」/「ｉｎｆierno」  

■使用ボート：通常運行船に伴走する船1隻（演奏船＝Music Boat）チャーター＊船運行協力：アクアネットサービス  

■ＳＵＰチームコラボ：MAGICISLAND  

■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  

■音響：BASSET PA  

■取組の展開： 

【シーン①】（14：40）広島駅川の駅出発→演奏船、音楽を演奏しながら通常運行船に伴走 

【シーン②】（15：05～15：15）中央公園西側あたりでSUPと合流、デモンストレーションの隊形を取り水上パレード 

【シーン③】（15：15～15：35）原爆ドーム前で、演奏船は中央に、改めて演奏開始、周りをSUPチームが囲み、デモンス

トレーション→演奏船のみ演奏しながら退出。 

《感 想》 

○水上タクシーの運行会社の社長さん自らの操船で広島の川をいく・・・誰もが言うが、川から見上げた広島は美しい。演

奏のLaTICAの音楽も心地よく、SUPチームも参加してくれたり、観光客が手をふってくれたり、気持ちよく終わる。 

○観客については、広島駅川の駅から、原爆ドームまでの道行きは、川からの予期せぬ音楽の到来に驚き手を振って下さっ

た人もいたが、河岸を遊歩する人々自体が少なかった。その代わり前を行く水上ボート定期船に乗り込んだ乗客にとって、

音楽のいいプレゼントとなった。原爆ドーム前では、SUP チームも加わり、一種の水上音楽ショーを見せることができたの

で、意図通り、外国人も含め多くの観光客の注目を引き反響があった。 

○街の中での音楽との出会い、その多様な機会のひとつとして、川を舞台に魅力的な情景をいかにアピールし観光に資する

という意味において、今回の取組は、今後の展開に向け、ひとつの参考事例としていい実績となったと考える。 

《今後の実施に向けた配慮》 

●実施時期の検討。やはり今回は寒かった。温かく河岸に人々が遊歩し、また観光客の多い時期を選ぶことが肝要。例えば

花見時期などは良いだろう。 

●箱の中のコンサートのように、限定された聴衆と彼らに向かって完結した表現を行う演奏者、といった関係性を保つこと

が難しく、野外しかも移動する船における演奏においては、今回の演奏者のように、インスツルメンタルでサウンド・アン

ビエントを主体とした表現が効果的であると思われる。 

●「音楽船」であることを表現するサイン、装飾の必要性。 

●初めての試みで風の強さや水しぶきなど想定外であり、今後対策が必要である。また電源確保も課題である。 

《広報》Music boatが当日TSS（テレビ新広島）のニュース番組で放送された。 
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道行き～水上タクシーに随行         中央公園付近SUPと合流・水上パレードして原爆ドーム前へ 

   

原爆ドーム前のプチライブと観光客、SUPパフォーマンス 

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

 

 

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 ３６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◇ 


