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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
三寒四温が続いていますが、今年の広島の冬は暖冬でしたね。お陰様で我が家ではインフルエンザにも罹らず平穏な季節
でした。しかし商業的にはつらい季節でした。暖冬による衣料などの販売不振が響いています。厳しいです…
セトラひろしまでは２〜３月は最も忙しい季節になりました。
「平和大通り芸術展 ARTery」の監修とオープニングアクト
から始まり、ＡＨ！の中の「なかちゃん音楽の輪プレミアムライブ」
、４月に開催されるアーバンスポーツの世界大会「FISE
HIROSHIMA 2019」の PR イベント、そして 3 月 23 日(土)には、広島駅前の猿猴橋界隈のお祭り「えんこうさん」が開催され
ます。毎週土日は、石丸副理事長と松川理事は大忙しです。またえんこうさんや AH!には、理事の皆さんのお手伝いもよろ
しくお願いします。いつも手伝ってくれている中津さんが何回目かの入院のため、とにかく人出が足りません。何卒よろし
くお願いします。暖かくなるにつれ、
「もとまち自遊ひろば」にも良い季節になりますし、アリスガーデンや袋町公園のお手
入れも忙しくなるでしょう。担当理事の皆さん、元気に頑張りましょう！ 応援もよろしくお願いします。
そして 4 月 3 日(水)には、毎年恒例の『セトラ大花見会＠袋町公園』を開催いたします。とみやさんの美味しいお肉と尾
崎頼寿シェフのセッティングで、楽しい花見をいたしましょう！ なお必ず、セトラに参加申込みをしてからお越し下さい
ね！ さてさて今年は、私は何を作ろうかな？ 牛すじカレーかなぁ〜 それは来てのお楽しみ！
これから忙しくなる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
2 月と言えば、飲食業界も暇になる季節だと思います。それに比例してアリスガーデンでは、清掃その他、とても楽になっ
ています。植物も冬場は水が少なくて済むので、落ち着いています。人の営みも、植物の営みも似たような所があるのかもし
れませんね。さて。春に向けての準備です。
【活動報告】
☆定期活動
◎２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：追肥（10 ㎏）
、除草、散水、清掃活動
構内の破損、スケボ−等の忘れ物が目立つ。
☆定期活動とは別に、月曜に除草・清掃活動等も継続中。
2 月 1 日・4 日・7 日・12 日・14 日・18 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
すっかり春はそこまで来ました。日向ぼっこがとても心地よく、行き交う人たちの服装も軽くなり、歩く姿も少し弾んでい
るように見えます。が、夜になると急変！手先が冷たく、気がつくと肩を丸め、ポケットに手をしのばせております。花の量
販店では、いろいろな花の香りに包まれて居心地よく、思わずカゴの中へ花苗を惜しみなく入れてしまいます。
いつに間にか我が倶楽部のサイド行事となりました「春のグリーンフェア」<ミニガーデンコンテスト>に今年も参加するこ
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とになりました。詳細は、2019 年 4 月 5 日〜14 日 中央公園にて開催されます。今まで「ポタジェの庭」をコンセプトに進
めてきましたが、今年は、新たなコンセプトを皆で立ち上げようと思います。会員の皆様、私たち、スキルアップを目指しま
す。どうか会場へお越しいただき、1 票を投じて頂きますよう、強くお願い申し上げます。
【活動報告】
☆ 2 月 13 日（水） 定例活動 交流プラザ周辺の美化活動
瞑想花壇の手入れ
【活動予定】
☆ 3 月 13 日（水）
定例活動・ミニガーデンの話し合い
☆
27 日（水）
ミニガーデン用の花苗などの購入
☆ 4 月 03 日（水）
ミニガーデン 植え込み

┏┓
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW
└──────────────────────────────────────────────
◎１・２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。
◎３・４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
３月→→７日、１４日、２８日
４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。
………………………………………………………………………………………………………………………………

【アリスガーデンパフォーマンス広場 AH!〜3 月〜】
2019 年 3 月 9 日(土) 12:00〜20:00
●ステージ
MC：こーげ・ゆーすけ
12:00〜チャーリーダンススタジオ
12:40〜Alice First Chance（4 組）
13:50〜なかちゃん音楽の輪プレミアムライブ①：めぐ
14:30〜なかちゃん音楽の輪プレミアムライブ②：万貴音
15:10〜なかちゃん音楽の輪プレミアムライブ③：石澤ファンダメンタル
15:50〜手紙屋くま（大筆パフォーマンス）
13:50〜FISE カウントダウン part1
17:00〜ドン・キホーテ 検証企画！
17:20〜FISE カウントダウン part2
18:10〜アイドルーム
19:00〜吉本お笑い LIVE
＊イベント終了後 清掃活動
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●ブース
★福岡県観光ＰＲ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

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

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/
……………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【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
………………………………………………………………………………………………………………………………
【１月レポ−ト】
今年初めての自遊ひろばでは、恒例の自遊とんどをしました。ゆうえん隊と学生さんのボランティアの方々で竹組をしたあ
とに、各々書き初めをして今年の目標を書いた紙を飾り付けました。ひろばのみんなの書き初めが出そろった頃、「みなさ〜
ん！お焚きあげしますよ〜！集まってくださ〜い！」とこどもたちと呼びかけ、着火！みんなで火を囲みました。
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来年度のひろばに向けての話合いも始めています。9 年目を迎え、安定したひろば運営に加え、地域への普及活動にも市
や団体等と連携しながら少しずつ取組んでいきたいと思っています。
（報告：ゆうえん隊 六百田）
１，ひろば活動
・1月27日(日) 晴：子ども41名（R 25名･新 16名/リピート率 61%）、ゆうえん隊 7名
○見守り隊：2名 ○ボランティア：4名 ○協力：絵本たねまき塾 大平さん
●自遊とんど de お焚きあげ！ ※来年度日程について確認

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
・広島版冒険あそび場マップづくり情報収集
・1/21 冒険遊び場づくり普及事業ミーティング（古田公民館）中国新聞取材：大川さん
・1/23 冒険遊び場づくり普及事業 チラシ作成 (セトラ)
４，その他
・来年度事業についての計画作成(日程、事業計画等)
・雑誌「えんじぃな」から取材(2 月号掲載)
【１月２７日(日)のひろばの様子】自遊とんど de お焚きあげ！

書き初め〜 一筆入魂！

足ではさんで連結技

シェアキッチン♪台所の向こうではごろりん本を読む人も♪

おいしくな〜れ〜♪ぜんざい
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マシュマロ焼けたかなぁ〜

今年初の自遊ひろば。自遊とんど de お焚きあげ！

ロバのおじさん。今日も絵本のたねまきにひろばへ♪

「多世代あそび場づくり会議」★３/３(日) 開催
************************************************
〜コミュニティsos？!〜
【 あなたのまちのこどもたち 遊んでますか？ 】
************************************************
こどもにとっての放課後が変化してきたのはいつからでしょうか
子育て世代も 孫育て世代も そうでない人も
地域でのびのび遊び育ちあえる
こどものあそび場
地域の居場所
一緒に考えてみませんか？
世代間ギャップを共有してみたら・・・
地域でなにかおもしろいこと
できるかも (*^̲^*)？？！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆日時：2019年3月3日(日) 13時〜16時（開場12時半〜)
☆場所：古田公民館 2階研修室1
広島市西区古江西町19‑15（古田駅から徒歩5分）
※なるべく公共交通機関をご利用ください。
☆定員：約50名（申込先着順）
☆対象：こども・地域・居場所づくりに興味のある人、こ
どもに関わる人、冒険遊び場などのあそび場に興味のある
人、 行政関係者など、地域にこどものあそび場をつくりた
い人・欲しい人、どなたでも
☆参加費：300円 (当日集めます)
■お申込みコチラ↓
こくちーず「多世代あそび場づくり会議」
http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog‑entry‑226.html
************************************************
★中学生がつくる冒険あそび場「ワンダふるたパーク！」も同時開催中！
10時から15時頃まで
古江西町公園（古田公民館から徒歩2分）
(無料。ご自由にあそびにきてね。
）
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♪「アナログゲームカフェ」
多世代で遊べるボードゲームをもって
東広島市にある木のおもちゃと雑貨のお店〜おやこにいいもの「くるり」さんが
ワンダふるたパークへ遊びにくるよ♪
★同日開催「ワンダふるたパーク」チラシ↓
http://www.cf.city.hiroshima.jp/furuta‑k/30chirasi/31‑03asobiba̲2.pdf?fbclid=IwAR2cduGwXzwEr0Nln1CUYAsNGHcP2Wvq
35BNMRki̲VSnh9T2U581njIfk30
………………………………………………………………………………………………………………………………………

これからのひろばのよてい
平成３１年 ３月１０日(日)・２４日(日)
ひろばのじかん 10:00〜16:00
参加無料！
………………………………………………………………………………………………………………………………………
●ブログ：中央公園「もとまち自遊ひろば」http://boukenasobiba.blog.fc2.com/
●FB ページ：「もとまち自遊ひろば」https://www.facebook.com/jiyuuhiroba/
●ゆうえん隊体験・ボランティア募集「ACTIVO」https://activo.jp/pages/43
◇広島市 HP：http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1310631271064/
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

平和大通り芸術展「Hiroshima ARTery 2019」 開催中
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)から始まった。3 月 24 日(日)まで行われる。
今回は平和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
ーが 2 月 23 日(土)に旧日本銀行広島支店で行われ、併せて本会が企画した音楽イベント「ART&MUSIC "ARTery"（芸術
動脈）
」も行われた。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。

2 月 23 日(土)オープニング・セレモニーの様子
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記念撮影

《オープニングの後に行われた作品巡りツアー》
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

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した。
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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った。
………………………………………………………………………………………………………………………………………

FISE HIROSHIMA 2019 関連の取組について
4 月 19 日〜21 日の開催を前に地元からの歓迎ムードを盛り上げるべく、歓迎ムードを盛り上げる。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、2 月 11 日にはエールエール
で行われマスコミに大きく報道された。
セトラひろしまと中振連そして紙屋町・基町にぎわいづくり協議会のコラボ、
中央部チームの体制は出来ている。2 月 11 日にはエールエールで、3 月 9 日には AH!で、3 月 16 日は紙屋町・基町に
ぎわいづくり協議会主催でクレド広場で、17 日はレクトにて、4 月 6 日はクレド広場で、7 日はアルパーク、13 日は
再び AH!でイベントを打っていく。今年の FISE では e スポーツ関連のイベントも行われる。この度本会理事の松川氏
は、広島で e スポーツ協会が立ち上がり役員になった。こちらの方も今後力を入れる。また 4 月 18 日には FISE 会場
周辺一斉清掃を行う。
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

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。
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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◇
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