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▲理事長 今月の一言+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 この度の記録的な西日本豪雨により被災された皆さまにお見舞い申し上げます。謹んで亡くなられた方に哀悼の意を表し、
一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。 まだ被害が広がる恐れもあります。どうぞご自愛下さい。 
 本当に驚きました。４年前の悪夢が甦った気分です。しかも今回は災害の規模が広範囲で甚大です。今後も各方面に影響
が出ると思いますが、我々に出来ることがあれば考えたいと思います。 
 さて、88本の竹に協賛札を貼る「大イノコ祭り」の協賛ですが、6月末で60本分が集まっていないと開催しないというル
ールを課しているのですので、毎回ハラハラするのですが、今年も何とか見込みを含めて65本が集まり、開催が決定しまし
た！しかし実際には80本以上集まらないと予算的に厳しいです。これからが正念場です。協賛の程、よろしくお願いします！ 
 昨年からアリスガーデンの改修を考える委員会を設けて検討を続けていますが、実現するにはまだまだ時間が掛かります。
そこで老朽化して汚くなった公衆トイレを美化しようと動きがあります。中区の美化活動プロジェクトとＡＨ！チームが、
清掃と美化イベントを実施します。詳しくは以下の記事をご覧下さい。もしかすると予定が変わるかもしれませんが… 
 それでは、これから厳しい日々が続くと思いますが、どうぞ体調に気をつけてお過ごし下さい。 

（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 
 └────────────────────────────────────────────── 
■アリスガ－デン植栽管理 
【活動報告】 
定期活動 
☆６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 延べ6名 
  作業内容：剪定、除草、散水、清掃活動、猫の忌避剤の散布 
☆定期活動とは別に、月曜に除草・清掃活動等も継続中。 
  5月1日・8日・10日・14日・21日・28日・31日 10時～12時 
  作業内容：除草、清掃、フラワ－ポットの移動 
 
■ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
 広島に夏の到来を告げる「とうかさん」が終わりました。時の経つ速さに驚かされます。歳なのでしょうか？速さが年ごと
でなく、日ごとに変化しております。 
 我が倶楽部もメイン行事の1つ「袋町小学校2年生児童との花育活動」が終わりました。年々減少していく生徒数に寂しさ
と不安を覚えつつ、おばちゃんたちは楽しい時間を過ごしました。人懐っこい子ども達がお別れの時など離れがたい仕草を見
るたびに、花育だけでなくお年寄りなどへの思いやりなども一緒に学んで欲しいなといつも思います。秋の花育は1年生との
活動です。今年の1年生はどんな子供たちかな？と今からワクワクしているメンバーです。 
【活動報告】   
  ５月１６日（水） 袋町小学校２年生児童との花育活動（午前中） 
           児童34名 17グループ  メンバー 20名  
           22鉢 インパチェンス各10苗  
           サークル花壇植え替え（午後） 

セ ト ラ 通 信 
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           センニチコウ80P・ポーチュラカ120P  
  ６月１３日（水） 定例活動 
           次回花育のためのパンジー花色選び 
 
【活動予定】 
  ７月１１日（水） 定例活動 
 
 
┏┓ 
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW 
 └────────────────────────────────────────────── 
◎５・６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。 
●ゆかたでおそうじ隊➡➡➡➡６月１日(金)・２日(土) 
◎７・８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                              
     ７月→→５日、１２日、１９日、２６日 
     ８月→→２日、９日、２３日、３０日 
      
 
┏┓ 
┗■ 【３】まちなか賑わいプロジェクト NOW／アリスガーデンパフォーマンス広場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。 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

〈７月 AH!〉 
2018 年 7月 14 日(土) 『アリスでサマタイ♪』 
●ステージ 
 MCこーげ 
11:00～IDOL-ROOM （MAPLEZ25分 GOGO15分）MAPLEZ卒業    
11:45～チャーリーダンススタジオ  
12:30～なかちゃん音楽の輪プレミアムLIVE "Carrefour Saxophone Quartet. 

（カルフール・サクソフォーン・カルテット）" 
13:10～なかちゃん音楽の輪プレミアムLIVE 渕上里奈 
13:50～Alice First Chance ４組 
15:10～吉岡香辛料研究所 イベント終了後の清掃活動INFO 
15:40～手紙屋くま イベント終了後の清掃活動INFO 
16:00～BEAT BOX BATTLE イベント終了後の清掃活動INFO 
17:10～ドンキホーテ店長に挑戦企画！ 水風船キャッチ イベント終了後の清掃活動INFO 
17:40～吉本お笑いLIVE イベント終了後の清掃活動INFO 
18:20～レゲェシーン 
18:40～清掃活動 
 
●ブ－ス 
☆シフォンケーキ（テント） 
☆フランスロール（スイーツ・テント） 
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☆ぶんごや（販売カー）唐揚げ 
☆協賛ブース（ドン・キホーテ） 
★イベント情報ブース 
 

「アリスガーデンパフォーマンス広場AH！」 
(セトラひろしま主催)魅活補助事業・関連事業＊5,7,9月はプレイベントとして実施 

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

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

〈－Toilet Cleaning Day－〉 
 「アリスガーデンの汚れたおトイレを、アイドルのMVみたいに泡まみれになって綺麗にする企画」 
新しく改修されることもあって更に注目を集めているアリスガーデン。 
広島の街のヘソでもあり、沢山の観光客の皆さんの目にも触れる重要な広場でありながら、老朽化はさて置き、あま
りにも汚れている現状があります。その中でもトイレ・・・ 
このままだと観光客が増えていく一方で汚い広島の街のイメージが広まってしまわぬ内に一番この場所にお世話にな
っている私たちがこれまでのお礼に綺麗にすることに決めました。 
ただ綺麗にするだけだと、又すぐ汚くなるかもしれないので「広島の顔として汚さない」という啓発活動に繋げたい
のでド派手で楽しいイベントにすることにしました。 
更に大掛かりな撮影を行い、動画をSNSで拡散することで大きな成果に繋げていきたいと考えております。 
企画案 
●ステージでのアイドルミ二LIVE 
●DJによる極上サウンド 
軽快な音楽が流れる中での新しい形の清掃活動。 
●イケてるキャスト達による泡まみれ清掃 
水着を着た若者達がノリノリでトイレ清掃を行う姿を１つのエンターテイメントとして表現します。 
●ドローンによる大掛かりなPV撮影 
トイレの現状と、そのトイレがきれいになっていく様を動画に収め 
主には、総勢20名のキャストのSNSで動画拡散、youtubeチャンネル、webTVにて配信していきます。 
 
●日時 
2018年7月22日（日）  13時から17時予定 ※綺麗になり次第終了 
ご協賛特典案 
・ステージにてご紹介 
・動画クレジット掲載 
・当日の会場設営や動画を通して、地域に還元する貢献するブランディング 
・参考動画（二つの動画、ともに掃除シーン参照） 

https://www.youtube.com/watch?v=SwXtaahxjls 
https://www.youtube.com/watch?v=vEVq_Bx7_KY 
運営（仮） 
主催：NPO法人セトラひろしま 共催：アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会 
窓口：ココロトプロダクション 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

【５月レポート】                
 新緑が美しい５月の中央公園。休日にスポーツをしたり、ギターを弾いたり、レクリエーションを楽しむ若い人たちもたく
さん集っていました。自遊ひろばには、ダブルダッチの社会人サークルの方々が遊びに来てくださいました。パフォーマンス
を披露し、親子で一緒にダブルダッチの体験もさせてくださいました。こどもたちも、いつもの縄跳びとは違った目の前で披
露される格好いい技に目を輝かせ、挑戦していました。周りの賑やかな雰囲気の中、どろんこ遊びや川遊びも始まっていまし
た。 
 高校生ボランティアの参加もありました。７、８年前に自遊ひろばの竹ブランコで遊んでいたことを覚えており、高校
生になりスタッフ側として関わってみたいとの参加でした。自遊ひろばで遊んでいたこどもたちとこのような関わりがある
ことをとても嬉しく感じ、継続していくことの大切さも再認識しました。（報告：ゆうえん隊 六百田） 
 
１，ひろば活動 
・5月13日(日) 雨：雨天中止 
  
・5月27日(日) 晴：参加者81名（R 48名･新 33名/リピート率 59%）、ゆうえん隊 9名 
 ○見守り隊：5名 ○ボランティア：6名(高校生・大学生・社会人)  
 ●バームクーヘン作り：ゆうえん隊 ●ダブルダッチ体験会：log-in 
 
２，個人協賛金・寄付品について 
・２７日(日)：６３９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 
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・ＳＮＳの管理 
・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 等 
 
４，その他 
 ・みどり生きもの協会へ連絡（堀川：5，7，8，9，12月に清掃予定） 
 ・新年度連絡体制等、見直し 
 ・救急法講座、連絡 
 
５，普及に関わる事業 
 ・５/２１(月) 研修（くるりさん） 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
【５月２７日(日)のひろばの様子】 バームクーヘン作り・ダブルダッチ体験会 

   
 高校生のお姉さんと一緒にバームクーヘン作り♪          竹筒にタネをそ～～～っとたらす 

  
ダブルダッチのパフォーマンス♪段ボールの観覧席！      こどももおとなも LET’S ダブルダッチ！ 

    
 COOLにキマッテルね！！      ロープを使ってコチラは木登り！   お父さんも童心にかえって縄ばしご 
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      二人(並び)乗りブランコ            打った釘を確認する。あともうちょっとかなぁ・・・ 

   
どろんこ遊び。だんだんダイナミックになっていく               段ボールを運ぶ人 

 
      中３の料理長が見事なバームクーヘンを！ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

これからのひろばのよてい 
平成３０年 ７月 ８日(日)・８月１９日(日) 

      ９月 ９日(日)・９月２３日(日) 

      １０月１４日(日)・１０月２８日(日) 

平成ひろばのじかん 10:00～16:00 
参加無料！ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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┏┓ 
┗■ 【５】文化交流プロジェクト  
 └──────────────────────────────────────────── 

◎大イノコまつり 
今年、11月3日(土)・4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３０年１１月３日(土)から平成３０年１１月４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。 

  【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   
Mail: ooinoko@cetra.jp 
website: http://inoko.webcrow.jp/ 

大イノコ祭り              検索    ウェブサイトQRコード    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ３０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◇ 


