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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
西日本豪雨災害から始まり北海道胆振東部地震、そして毎週のように襲ってきた大型台風。この夏は悲しみと苦しみに明
け暮れました。これから災害のない明るい日本になってほしいものですね。
おかげさまでセトラひろしまは設立１６周年（NPO 認証 15 周年）を迎えました。本当にありがとうございます。皆様のご
支援、ご協力に心より感謝申し上げます。その感謝の意を込めまして、来る 10 月 24 日(水)セトラひろしま総会の後に懇親
会を開催いたします。どうぞ皆様、奮ってご参加の程お願い申し上げます。恒例の大ビンゴ大会もやりますよ！！
さて、11 月も近づき今年で復活後６回目となる「大イノコ祭り」がやってまいります。大イノコ祭りを支える市民の会メ
ンバーたちが鋭意準備を進めております。今年は竹の入手も順調に進みましたが、飲食担当だったうらぶくろ商店街さんが
別企画で抜けたために、その穴埋めが危ぶまれました。しかし商店街の青年部が飲み物を、松川君が知り合いのプロを連れ
てきてくれることになり一安心。また国際大学の学生さんたちも、昨年同様の多津瀬さんの和菓子、そして新たに立町カヌ
レさんとのコラボ商品も考えてくれてパワーアップしております。他にも竹酒や猪肉など盛り沢山のブースが出展予定。ま
た大イノコ自体も土曜日と日曜日で性格分けを考えており進化しております。どうぞお楽しみに！！…ですが、竹主の協賛
がまだ 10 本足りませ〜ん！今から遅くありません。どうぞ協賛者のご紹介をよろしくお願いします。
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）
……＜目次＞…………………………………………………………………………………………………………………
【１】グリーンプロジェクト NOW
【２】地域環境プロジェクト NOW
【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!
【４】まちなか賑わいプロジェクト NOW／INDIKET 18
【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」
【６】文化交流プロジェクト
…………………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【１】グリ−ンプロジェクト NOW
└──────────────────────────────────────────────
■アリスガ−デン植栽管理
暑かった夏を終え、ようやく、すごしやすい季節になりました。台風が来たり、秋雨が続かないことを願うばかりです。
アリスガーデンでは、酷暑による水切れで若干の枯れも見られますが、どうにか花壇を維持管理することができました。
秋から冬を向かえます。イベントや、忘年会に向けて準備です。
（報告：オザキ マサヒロ）
【活動報告】
☆定期活動
◎８月２３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：花木の剪定、枯れた花木の伐採、散水、清掃活動
９月２０日(木)
10 時 00 分〜12 時 00 分
◎
参加者：セトラグリ−ンスタッフ 2 名
作業内容：花木の剪定、清掃活動、フラワ−ポットの移動
☆定期活動とは別に、月曜に除草・清掃活動等も継続中。
8 月 1 日・3 日・6 日・8 日・10 日・13 日・17 日・20 日・22 日・27 日・29 日・31 日 10 時〜12 時
9 月 3 日・5 日・7 日・10 日・12 日・18 日・25 日・27 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
猛暑に続き、台風の襲来に構えながら、大雨の被災地に再び被害がないように願った日々に、自然には人間はどうあがいても
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太刀打ちは出来ないと再び思い知らされた夏でした。
今年の敬老の日は、2 年ぶりの穏やかな 1 日でした。彼岸花は、今年は咲くのが遅いかな？と思っておりましたが、やっぱり・・・
咲いてます。少ないですが。植物の秘められたパワーに拍手！！
我が倶楽部は、お陰様で活動 15 年目に突入しました。これもセトラ会員の皆さんのご助力の賜物と感謝申し上げます。た
だ花好きということで集まったメンバーですが、花について日々切磋琢磨しているためか、気持ちだけは若くハツラツとして
います。引き続き、応援宜しくお願いいたします。
【活動内容】
８月 １日(水)
平和式典前のプラザ周辺の手入れ・美化活動
８月２２日(水)
総会・袋町小学校児童との花育活動のパンジーの種まき準備
「花と緑とまちづくり講習会」 プラザ主催事業
８月２９日・９月１２日・１０月１０日・１１月２１日
【活動予定】
９月２６日(水)
パンジーのポット上げ

┏┓
┗■ 【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・１０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→→６日、１３日、２０日、２７日
１０月→→４日、１１日、１８日、２５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。
……………………………………………………………………………………………………………………………………

〈８月 AH!レポ−ト〉
2018 年 8 月 18 日(土)
8 月の AH!はドン・キホーテさん Prezents♪ お祭りのようです♪♪
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ステージはいつものようにチャーリーダンススタジオさんから。

続いてはドン・キホーテ店長に挑戦企画！ ということでラムネ早飲みが行われました！！
そして、広島剣友会の林 嶈華(しょうか)さんによる剣詩舞（けんしぶ）。詩吟に合わせ刀と扇で舞うのです。

さらに西島瞳さんのライブステージ。 パワフルな歌声がお客さんを引き込みます！

続いて再びドン・キホーテ店長に挑戦企画！ のコーナー。 今度は、スイカの早食いです。
早食いなのになぜかスプーンで一口一口丁寧に口に運ぶドン・キホーテ八丁堀店の店長さん。
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そして、吉岡香辛料研究所さんのコーナー。今回も所長吉岡さん特製の香辛料がクリーンヒットする人が続出。

パルクールショーケースのコーナーは驚きの連続！！
磨き抜かれた身体能力が遺憾なく発揮された技の数々に見る人の目が釘付けになりました。
続いては人気コーナーDANCE BATTLE！ 今回も白熱したトーナメント戦が繰り広げられました。
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決勝前には、ジャッジを務めるダンサーによるダンスショーも！ こちらもこのコーナーの魅力です。

見事、決勝戦を制したのは大輝さんでした！ G‑1 グランプリ

ゴミ拾いバトル！ のコーナーでは、みんなで中心部のゴミ拾いに繰り出しました。
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大きなものから小さなものまで様々なゴミがあつまりました。そしてゴミ拾いバトルにも参加してくださった低燃費少女さ
んのステージ。
この日、最後のコーナーは、大抽選会。ゴミ拾いバトルに参加くださったみなさんにはなんとビンゴカード 2 枚進呈！！
複数枚の中から 1 枚でもビンゴが成立すれば OK です。
さて目玉は 50 インチの大型ＴＶ！

ビンゴ 1 回、2 回目をスルーして 3 回ビンゴを達成しなければ、テレビを当てるためのくじ引きの権利が得られないという
超難関。
1 回目、2 回目のビンゴをスルーして 3 回目に挑戦するひとが続出！
最後は参加者全員に参加賞のトイレットペーパーを配って、この日のＡＨ! 終幕となりました。
（文・写真:近藤倫生）

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

〈９月 AH!レポ−ト〉 詳細報告は次号で！
2018 年 9 月 15 日(土)
●ステージ
MC：TOMOT、こーげ、ゆうすけ
13:30 チャーリーダンススタジオ
14:15 Alice First Chance
15:50 なかちゃん音楽の輪プレミアム LIVE 柔和智也
16:30 吉岡香辛料研究所
16:50 IDOL-ROOM（アイドルーム） HIROSHIMA GO!GO! 低燃費少女
18:00 吉本お笑い LIVE 松崎、クレメンス
18:45 手紙家くま
19:00 なかちゃん音楽の輪プレミアム LIVE KOTO UNIT "SHA SHA TEN"
●ブ−ス
☆飲食カ−
☆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！
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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】まちなか賑わいプロジェクト NOW／INDIKET 18
└────────────────────────────────────────────

プロモーターとのマッティングチャンスを演出！

INDIKET 18
9 月 16 日(日)、17 日(月−祝日) とアリスガーデンと並木通りで開催しました！

◎イベント・パーソナリティー：石澤良一、山本将輝
●音楽部門＆パフォーマンス部門・プロモーションライブステージ：アリスガーデン
＊来場者：16 日/3,600 人、17 日/3,200 人
●アート部門（アートマルシェ INDIKET in Namiki ）
：並木通り歩道上
＊並木通り商店街振興組合との合同主催
＊来場者：16 日/4,800 人、17 日/4,400 人
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◎エントリーアーティスト
《アリスファースト・チャンス チャンピオンシップ出場者》5 組（内マジック 1 組、音楽 4 組）
■Mr.MANE ＊マジック ■佐々木隆宏 ■はる ＊ポップス ■TOM

■ベジタブルズ

Ａ 音楽部門 19 組
■リツカ ＊ジャンル （ ロックバンド） ■いくちい ＊弾き語り CD ■飴色りぼん ＊バラード
■歌遊亭 円生 ＊フォーク ■キッタカ３８ ＊弾き語り
■土田悦治 ＊弾き語り ■うずら ＊ピアノ弾き語り
■シグレ ＊フォークソング
■たけうちてつや ＊弾き語り ■リユニオン ＊ポップス（歌・キーボード）
■貫名 翼（かんめい つばさ） ＊ポップ バラード ■CRYSTAL GEYSER ＊ロック、ポップス（バンド）
■ALTER CORN ＊オルタナティブロック（バンド）
■柳生マサアキ ＊J‑POP 弾き語り
■槇氏 ＊ギター弾き語り
■ラッシャー藤井 ＊キーボード弾き語り
■sharken（シャーケン）a.k.a.柴犬 ＊Rap(ヒップホップ）
■中山泰造 ＊弾き語り ■special guest −日本初上陸− ＊歌
Ｂ パフォーマンス部門 4 組
■林 嶈華(しょうか:雅号) 所属団体は広島剣友会 ＊剣詩舞
■HIROXILE Vocal & Dance ＊ダンス・歌
■手紙屋くま ＊大書パフォーマンス ■レモン
Ｃ アート部門 11 組
《両日出店》■Honono ■ちとらぼ（citra´s labo） ■*miatan* ■雑貨屋みらくる ■KAELINK & 夢黒
■手紙屋くま ■藺草ＫＡＭＡＵ
《16 日のみ出店》■朴訥な革屋 ■Fam 《17 日のみ出店》■Fuku/193 ■handmade nico25 (ハンドメイドニコ）
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◎皆勤賞受賞！：うずら、キッタカ３８

【一ヶ月後のポストイベント】
〜本ちゃんイベントの他にまだイベントがある！〜

IndikeTV

（インディケッティービー）

イベント当日のライブ VTR をパブリック・ビューイング（公開視聴）しながら解説・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が本気で評価、支援アーティストを決定！大手プロモーター
によるイベントに出場できるチャンス！
日時：10 月 19 日(金) 18：30〜
会場：ライヴ楽座
招待プロモーター（夢番地、cocoro-to production、その他）
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┏┓
┗■ 【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
………………………………………………………………………………………………………………………………………

これからのひろばのよてい
平成３０年１０月１４日(日)・１０月２８日(日)
１１月１１日(日)・２４日(土)・２５日(日)※8 周年アニバ−サリ−
１２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
└────────────────────────────────────────────

◎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しております。
6 月末時点で、竹主協賛予約が 60 本を超えたため、実施も決定いたしました。
88 本にはまだ満たないため、竹主協賛は継続募集中です。
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竹主協賛を募集中！
【
「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 fax：082‑545‑7612
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/
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━━* 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◇
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