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  144号2019.1 

   
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
２月になり寒さ厳しき折インフルエンザが猛威を振るっております。私はお陰様で難を逃れておりますが、皆様はいかが
でしょうか？ 先日テレビで紅茶が良いと言っておりました。私が罹らないのも毎日紅茶を飲んでいるせいかもしれません。 
 この度セトラひろしまは「広島市民賞」を頂きました。光栄の至りでございます。これも永年に渡る会員の皆さんのご努
力によるものと感謝すると共に、お祝いを申し上げます。１月２２日に、石丸副理事長、本山理事、松川理事、尾崎(正)理
事の５名で授賞式に赴き、賞状と記念品（３Ｄクリスタル）を頂きました。ありがとうございました。 
 ２月２３日より「平和大通り芸術祭ARTery」が始まります。今年は屋外展示だけではなく、日銀跡地と平和大通り沿いの
ホテルのロビーでも展示があります。また日銀跡地では音楽も交えたオープニングも開催されますので、是非お越し下さい。
そして３月には駅前・猿猴橋で「えんこうさん」も開催されますが、予算の縮小に伴って、ちょっとセトラの立ち位置が微
妙になりつつあるようです。「まちなか西国街道」の出発点として、駅周辺から都心部への「掛け橋」になるべきお祭りです
ので、是非とも続けて参加したいのですが…  また同時期には、４月１９日より始まるアーバン・スポーツの世界大会「FISE 
Hiroshima 2019」のＰＲイベントを紙屋町と合同で開催します。どちらも松川理事が忙しくなります。頑張って下さい。 
 今年も忙しくなりそうなセトラひろしまの活動内容を、どうぞ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 
 └───────────────────────────────────────────── 
■アリスガ－デン植栽管理 
【１２月】 
アリスガーデンでは、毎年恒例の忘年会・新年会シーズンを迎えています。そのような中でも、花の植栽時期は待ってはく
れません。すくなくても年内にビオラは、植えています。祭りやイベントが終わった後を考慮した上でのことです。一職人と
して一工夫を、凝らした中で本年も様々進めて行きたいと思っています。  
 
【１月】 
 アリスガーデンでは、年末３１日から三が日まで、清掃会社及び、収集車、焼却場などの官公庁が休みに入る為、構内が荒
れ放題になる可能性があるので、時間を作り３日まで調査をしてみました。今年に関しては、予想外にゴミなどの散乱はなく、
驚きました。どなたかかなり早朝に掃除をしているのでは？と疑いたくなるほどです。一方で、新天地～袋町方面の通りでは、
飲食店などの前に収集車が来ない為に、カラスが集まり店舗前や道が荒れ放題になっていました。毎年わかっていることなの
で、町内にその情報をビラや回覧、SNS などで拡散すれば少しは緩和されるのではないかと思う今日この頃です。 本年も
宜しくお願いします。  

                              （報告：オザキ マサヒロ）
【活動報告】 
☆定期活動 
◎１２月２０日(木) 10時00分～13時00分 
  参加者：セトラグリ－ンスタッフ3名 
  作業内容：ビオラ120pの植栽、散水、清掃活動 
 ◎ １月１７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 

セ ト ラ 通 信 
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  作業内容：散水、清掃、フラワ－ポット移動 
 ☆定期活動とは別に、月曜に除草・清掃活動等も継続中。 
  12月7日・11日・13日・17日・25日・27日 10時～12時 
  1月1日・2日・3日・7日・10日・15日・21日・24日・28日 10時～12時  
  作業内容：散水、清掃、フラワ－ポットの移動 
 
■ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
 セトラ会員の皆様、寒中お見舞い申し上げます。 
輝かしい新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。穏やかな陽気の三が日で、市内の神社周辺はとてもにぎわいました。
 我が倶楽部は、1月9日総勢15名で活動開始いたしました。 
 今年1年、弾みをつけて「お花好きのおばちゃん集団」のパワー全開で猪突猛進！頑張ります。引き続き、応援よろしくお
願いいたします。 
【活動報告】 
☆ 1月9日（水）  新年初定例活動  プラザ周辺・サークル花壇の美化活動 
           新年会 会員の近況報告・懇親会 
【活動予定】 
☆ 2月13日（水） 定例活動 
            
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【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→→１０日、１７日、２４日、３１日 

２月→→７日、１４日、２１日、２８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。 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
【イベントデータ】 
アリスガーデンパフォーマンス広場AH! ～エイズデー・スペシャル～  
＊天候：晴れ ＊来場者数：5,300人 
■開催日：平成30年12月8日(土) 
■共催：世界エイズデー 「レッドリボン キャンペーン in 広島」（広島市、広島県、社団法人広島県臨床検査技師会、特
定非営利活動法人りょうちゃんず） 
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●ステージ 
MC：こーげ＆TOMOT 
12：00～チャーリーダンススタジオ 
12:30～エイズデー啓発タイム 
12:50～Alice First Chance  (たけうち てつや、MC狼火、MC sun shower、なみやん＠LOVEGUITAR) 

＊ ベストチャンス賞：なみやん＠LOVEGUITAR 
14:10～エイズデー啓発タイム 
14:35～手紙屋くま 
14:45～エイズデー啓発タイム 
15:10～ドン・キホーテ 懸賞企画！ 
16：00～なかちゃん音楽の和プレミアムライブ①：河村貴之（トランペット）&野村彰浩（キーボード）DUO 
16:40～なかちゃん音楽の和プレミアムライブ②：ヤルキスト 
17:10～吉岡香辛料研究所 
17:25～なかちゃん音楽の和プレミアムライブ③：LaTICA（エレクトリオ・デュオ・ユニット） 
18:05～吉本お笑いLIVE 
18:30～アイドルーム 
＊イベント終了後 清掃活動 
■ブース 
★「レッドリボン キャンペーン in 広島」ブース  ★アーティストのプロモーションブース  
★ドン･キホーテ協賛ブース ★広島お勧めイベント情報ブース 
たけうち てつや    ギター弾き語り 
 

〈１２月 AH!レポ－ト〉 

  
MC：こーげ＆TOMOT                オープニングはチャーリーダンススタジオのみなさん！ 

  
Alice First Chance は・・・ 
MC狼火                          なみやん＠LOVEGUITAR"   ギター弾き語り 
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MC sun shower                      エイズデー啓発タイム…ぶんかっきーも登場！ 

  
そして手紙家くまさん。  ドン・キホーテ検証企画コーナーではパーティーグッズを試して効果のほどを検証。 

  
なかちゃん音楽の輪プレミアムライブのコーナー 
 

「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 

 
第一弾は、河村貴之（トランペット）&野村彰浩（キーボード）。広場に都会的お洒落なトランペットがサウンドが響き渡る。 
第二弾は、ヤルキスト。久しぶりに古巣アリスガーデンに、オーディエンスも盛り上がる。 
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第三弾は、現在大活躍のLaTICA（エレクトリオ・デュオ・ユニット）。クールであり熱情的なサウンドで魅了！ 

  
締めは IDOL-ROOM。低燃費少女さんが登場。 
そして、ステージ終了は恒例となったお掃除 TIME！で終わり。 

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

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 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
【１２月レポ－ト】 

12月に入り寒さも一段と増してくるこの季節。自遊ひろばに遊びに来る親子はぐっと減ります。その中でも、身支度をし
て外遊びへ出かける人たちは、なかなかのツワモノ！没頭して遊ぶ風の子のこどもたちもさることながら、親御さんもそん
なこどもたちに付き合ってゆっくりとした遊びの時間が流れていました。この日、絵本をもって遊びにきたおじさんが、焚
き火の前で読み聞かせをしてくれました。23日(日)の自遊ひろばには、ギターも。ふらりと遊びに寄ってくださった方と一
緒にトナカイとサンタに扮し、急きょクリスマスコンサートをしてくださいました。「みんなが好きなことをしていていい
ね。」と言われました。自遊ひろばは、こどもも大人も自由な表現の場でありたい、と始めました。9年目を迎えるひろば。
みんなで耕して耕して種をまいて出てきた芽。育ちゆくひろば。 
来年もまた一年、こどもたちと親御さんと自遊ひろばに関わる方々と元気にあそび集えますように。 

 （報告：ゆうえん隊 六百田） 
 

１，ひろば活動 
・12月9日(日) 曇：子ども36名（R 22名･新 14名/リピート率 61%）、ゆうえん隊 7名 
○見守り隊：1名 ○ボランティア：7名(大学生) ○絵本たねまき塾：大平さん   
・12月23日(日) 曇/雨：子ども15名（R 12名･新 3名/リピート率 80%）、ゆうえん隊 6名 
○見守り隊：3名 ○ボランティア：3名(高校生) ○絵本たねまき塾：大平さん他2名 ○瀬戸内紙芝居：河野さん 
●サンタさんがやってくる？！ 
   
２，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、 
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、広報、諸連絡、調整 等 
 
３，普及に関わる活動 
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・広島版冒険あそび場マップづくり情報収集  
 ・12/7 冒険遊び場づくり普及事業ミーティング（古田公民館） 
 ・12/17 冒険遊び場づくり普及事業打合せ（「くるり」） 
 ・12/26 冒険遊び場づくり普及事業ミーティング・福田教授（古田公民館）  
 
４，その他 
 ・12/2 呉市遊び場「にこば」・被災地安浦「こどものあそびば」へ訪問 
・12/8 比治山公園「スポーツゴミ拾い・焚き火」へ視察 
 ・12/22 船越公民館「HAPPYクリスマス会」へ視察 
 
【１２月９日(日)のひろばの様子】  

  
      自然となかよしブランコ               仕上げに上からふりかけまして～ 

    
ボールにひしゃくにふるいに・・・          釘めがけて一点集中     紙コップを見つけて工作 

          
焚き火を囲んで集まって。絵本のおじさんが遊びにきたよ。         どうやら・・・ブルーが好きなのね 
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【１２月２３日(日)のひろばの様子】 サンタさんがやってくる？！ 

  
高校生ボランティア。竹ブランコづくりにチャレンジ。         慎重～～に先っちょにも緑をのせる 

  
トナカイさん？！のギターに合わせてサンタさんが♪            紙芝居のおばちゃんも遊びに。 

   
瀬戸内紙芝居もやってきた！今日はクリスマスイブイブの日            台車を引っ張ってみる 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

これからのひろばのよてい 
平成３１年 ２月２４日(日)・３月１０日(日)・２４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 NOW 
 └──────────────────────────────────────────── 

平和大通り芸術展「Hiroshima ARTery 2019」 開催！ 
                                                      

今年もセトラひろしまが、ギャラリーＧとコラボて企画・運営に当たります！ 
昨年度に続き、広島市の観光振興また平和大通りのにぎわい創出のための社会実験として、平和大通り芸術展
ARTeryの開催が2月23日(土)から始まりました。3月24日(日)まで行われる。 
今回は大通りにおける野外展示と並行して旧日銀や周辺の4ホテルでも作品展示が行われる。オープニングセレモ
ニーは2月23日(土)に旧日本銀行広島支店で行われるが、合わせて本会が企画して音楽イベント「ART&MUSIC "ARTery"
（芸術動脈）」も行われる。3月16日(土)・17日(日)に緑地帯で行われる「祝祭」では、うらぶくろ商店街も協働し
てアートマルシェが、また本会が企画して音楽ライブがセレモニーの体裁で実施される。また期間中展示を巡るウオ
ークラリーが行われ、完歩者には賞品が当たる。 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
旧日本銀行における市民提案による文化イベント実施事業 

 
平和大通り芸術展 ARTery 賛同コンサート（連携コンサート） 

ART&MUSIC "ARTery"（芸術動脈）in Former Bank 

of Japan Hiroshima Branch 
 

■日時：2019年2月23日(土) 13:00～13：50 
2月24日(日) 14:30～15：30  

■場所:旧日本銀行広島支店 １F 
平和大通り芸術展ARTery インスタレーション会場  

 
■内容：アートと音楽による音・空間の創出  
アート表現と共働する音楽～箏、篠笛、電子音象によるコンサ
ート 
 
日本伝統楽器の魅力とともに、今日的な日本のサウンドを挿入、対
峙させるとともに、平和大通り芸術展Hiroshima ARTery2019出
展するグラス造形作家・増田洋美によるインスタレーション作
品”PLAY THE GLASS”とのコラボレーションにより、伝統と現
在が交配したトラッド×クールな音楽世界が旧日銀空間に誕生
する。 
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●演奏： 
LaTICA〈福田ひとみ（サックス）と野村彰浩（キーボード）によるエレクトロニカデュオユニット〉 
福原一閒〈篠笛・能管〉 
榊記彌栄〈箏〉 
KOTOユニット ・シャシャテン〈箏・十七弦〉 
 
■企画：特定非営利活動法人セトラひろしま 
広島市委託事業（旧日本銀行における市民提案による文化イベント実施事業） 
 
■連携・連動：広島市平和大通りにぎわいづくり事業 
平和大通り芸術展Hiroshima ARTery 2019の開幕を記念し、2月23日(土)はオープニング・セレモニー（14：00から
開始）の前にコンサートを行う。 

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

FISE HIROSHIMA 2019関連の取組について 
4月19日～21日の開催を前に。本会も地元からの歓迎ムードを盛り上げるべく、紙屋町・基町にぎわいづくり協議

会と連携して歓迎ムードを盛り上げます。 

1月13日には紙屋町・基町にぎわいづくり協議会主催でPRイベント第一弾がクレドふれあい広場で行われ、マス

コミに大きく取り上げられるなど盛況だった。同イベントではeスポーツ関連のイベントも予定されていたが著作券

関係が複雑で実施を断念した。 

同協議会主催イベント以外に、アリスガーデン他で行う応援イベントについては、本会（NPO法人セトラひろしま）

が主催して展開する予定で準備している。 

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

祭り“えんこうさん”について 
祭り“えんこうさん”は今年、3月23日(土)に開催される。 

同祭実行委員会では広島駅周辺にぎわいづくり協議会など駅周辺のエリアマネジメント団体との連携を図りながら

準備しており、本会も企画コーディネートとして参画する。 

2020年からは、美しい桜並木の河岸を活かし花見時期の開催が構想されている。 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NPO法人セトラひろしまが「広島市民賞」受賞！ 
 

この度特定非営利活動法人セトラひろしまが広島市民賞を受賞しました。 
受賞式は1月22日に行われました。 
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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◇ 


