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  146号2019.3-4 

   
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 
平成が終わり、令和が始まりました。生活には何も変わりはありませんが、なぜかお正月のような高揚感がありますね。
しかし何でもかんでも「令和初の～」のフレーズにはちょっと食傷気味。 さて、史上最多１０連休だったＧＷ、どのよう
に過ごされましたか？ 私は休みはいつものように水曜日のみ。それ以外の日は、中国創研さんから頼まれた季刊誌の原稿
書きと、5/20に発表する予定の「広島の商業変遷」のパワポ作成、そして「クイーン／ボヘミアン・ラプソディ」の研究発
表プレゼン作りに追われ、ずーーっとパソコンの前に座っていました。身体を動かさなかったので、かえって疲れました... 
セトラでは、2～3月の「平和大通り芸術展ARTery」、3/23の「えんこうさん」、3/3の「多世代あそび場づくり会議」、「FISE 
Hiroshima2019」のPRイベント、5/3～5の「ＡＨ！」などが無事に終了し、一段落という所です。これからは、5/15に「袋
町小学校前の花育活動」、6/7-8の「ゆかたできん祭」のおそうじ隊、8/6とうろう流しの「音楽奉献」、9月には「インディ
ケット」が待ち受けています。そして「大イノコ祭り」の協賛集めと準備も本格化します。頑張りましょう！ 
 それでは、今月もセトラ通信をごゆっくりお読み下さい。 

（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 
 └───────────────────────────────────────────── 
 春を飛び越えて、初夏の日差しが時々ある4月。アリスではフラワーフェスティバルや、とうかさんを迎えようとしていま
す。花壇にある、花木は冬場に仕込んだ肥料が効き、青々と新芽が出始めています。 植物も季節に応じて、管理方法が変わ
り、この号が発行される頃には、繁忙期を迎えていると思いマス・・            （報告：オザキ マサヒロ）
■アリスガ－デン植栽管理 
【活動報告】 
☆定期活動 
◎３月２０日(水) 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、除草、枯れ補植・植栽作業、散水、清掃活動 
  構内の破損、スケボ－等の忘れ物が目立つ。 
 ◎４月１８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：枯れ補植（オタフクナンテン3株）、花木剪定、散水、清掃活動 
 ☆定期活動とは別に、月曜に除草・清掃活動等も継続中。 
  3月4日・11日・14日・18日・25日・28日 10時～12時 
  4月1日・4日・8日・11日・15日 10時～12時 
  作業内容：散水、清掃、フラワ－ポットの移動 
 
 

セ ト ラ 通 信 
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■ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
花冷えというはあまりにも寒い春を迎えておりますが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか？ 
 新元号「令和」が発表されました。どのように感じられましたか？昭和天皇の御逝去に沈んだ気持ちの中での「平成」発表
と違って、ワクワク感いっぱいで発表を待ちました。日本って本当に幸せな国だなと改めて思いました。 
 さて、来る4月5日（金）から14日（日）、基町の中央公園で「春のグリーンフェア」が開催されます。例年通り、「ミニ
ガーデンコンテスト」に参加しております。 
 是非ともご来場いただき、1票を投じてくださいますよう切にお願いいたします。 
【活動報告】 
☆ 3月  13日(水) 定例作業 
         「ミニガーデンコンテスト」に向けての企画会議 
     27日(水) コンテスト用の花苗などの購入（レクトなど） 
☆ 4月 3日(水) 「ミニガーデンコンテスト」植え込み（中央公園） 
     5日(金) グリーンフェア開催（中央公園） 14日（日）まで 
     9日(火) グリーンフェア講習会 「たねだんご」14:30～  
     13日(土)     〃         〃 
     15日(月) 「ミニガーデンコンテスト」撤去 
    17日(水)  交流プラザ ハンギング植替え 
【活動予定】 
☆ 5月 15日(水) 袋町小学校2年生児童との花育活動 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW 
 └────────────────────────────────────────────── 
◎３・４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。 
◎４・５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                              
      ４月→→４日、１１日、１８日、２５日 
      ５月→→９日、１６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。 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3月AH! Report 
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昨年12月以来となる久しぶりのAH!です！！       オープニングは、チャーリーダンススタジオのみなさん。 

  
つづいて間慎太郎さんが登場！ 

  

そしてアリスファーストチャンスのコーナーは4組が出場。     icekey（ダイスケ）さん 
 
マツモトタクヤさん                 インフマンさん 
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ベストチャンス賞はシグレさんでした！ 
なかちゃん音楽の輪プレミアムLIVEのコーナーには3組が登場。まずは、めぐさん。 

  
つづいて万貴音さん。 

  
そしてコーナーのトリは石澤ファンダメンタルさん。アコースティックユニットでの出演。 
手紙家くまさんは、今回でAH!を卒業。集大成のパフォーマンス！ 

  

10年を軽く超える長い間、AH!のステージに立ってきた仲間を送り出しました。 
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COUNT DOWN FISE HIROSHIMAと題して、今年も広島にやってきたFISEのカウントダウンイベントも開催しました！ 
FISEとはBMXやパルクール、スケートボードやスポーツクライミングなど都市型スポーツの世界大会です。 
AH!ではそのカウントダウンとして、エキシビションで行われるスポーツけん玉と開催種目のパルクール、BMXが披露されま
した！   まずはスポーツけん玉 

  
 そしてパルクール、さらにBMX 

   

あっという間に人垣が出来ます。こどもたちへのパルクールのレクチャーも行われました！ 
                                                             
IDOL-ROOMのコーナーは2組が登場。 
まずは低燃費少女のみなさん。そしてプランクスターズのみなさんが出演しました。 
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この日会場にはアウディが出現！！ 

 
実はレンタカーなんです！ 高級車をレンタルできるのです！！当日は試乗も行われました。 
 
さてえ、次回からは新年度がスタートします！ 
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） 
 

【アリスガーデンパフォーマンス広場AH! 2019 開催計画】 
 2019年 前期 
4月13日(土)  FISE HIROSHIMA 2019 & ポップカルシャ－・フェスティバルと連携 
5月3日・4日・5日（KIDS ALICE） 
7月13日(土) 
8月17日(土) 
9月14日(土) 
 9月15日(日)・16日(祝･月) INDIKET 
 2019年 後期 
 10月5日(土)  ファッションウィ－ク・スペシャル 
 11月17日(日) えべっさんプレイベント 
 12月7日(土)  エイズデ－・スペシャル 
 3月7日(土) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
【２月レポ－ト】 
久しぶりに、気持ちの良い晴れのひろばとなりました。2月にしては暖かく、ベビーカーで小さなお子さんを連れて遊び
に来られる若いお母さん・お父さんの姿も多く見られました。3年ぶりに遊びに来た双子のお母さんや、通りすがりに話し
に寄ってくれた方、絵本のおじさんや、工作をもって遊びに来てくださる方など、気候のよい日の自遊ひろばでは、いろん
な人が立ち寄ってくださるみたいです。私自身も、こどもの遊び場で起こる、ふとした出会いが楽しみになっています。 
 今回から、ゆうえん隊とみまもり隊で話をする「遊会」をひろばですることになりました。来年度に向けて、少しずつ動き
始めています。 
 
【３月レポ－ト】 
少しずつ春の気配を感じるこの頃。桜が咲くにはまだ少し早かったようですが、3月末の中央公園は桜はなくともバーベキ
ューを楽しむ多くの人たちがありました。芝生広場ではサッカーやキャッチボール、鬼ごっこなど、子どもたちだけでなく、
大人も一緒になって走ったりのびやかに遊んでいる姿がとても印象的でした。地元基町の方の姿も普段より多く、春は特に地
域の方々の憩う集いの場となっているようでした。この日は、プレイパークをつくりたいという方々も来られ、お話を聞くこ
とができました。来年度に向けて、あそび場づくりのサポートとして行政、地域、団体等と連携し行えるよう体勢を整えてい
きたいと思うところです。4月からの自遊ひろばは、新しい風が吹いてきそうです。 

 （報告：ゆうえん隊 六百田） 
 

１，ひろば活動 
・2月24日(日) 晴：子ども92名（R 54名･新 38名/リピート率 61%）、ゆうえん隊 7名 
○見守り隊：4名 ○協力：絵本たねまき塾 大平さん   
※14:30～遊会「来年度ひろばについて」 

・3月10日(日) 雨：中止(降水確率80％・90％のため) 
・3月24日(日) 晴：子ども92名（R 52名･新 40名/リピート率 57%）、ゆうえん隊 9名 
○見守り隊：4名 ○ボランティア：2名(高校生) ●お花見団子づくり：見守り隊   



 8

※14:30～遊会「年度末・新年度に向けて」 
 

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 
・広島あそび場づくりマップ情報収集 
 ・2/3 冒険遊び場づくり普及事業ミーティング（古田公民館） 
 ・2/6 来年度事業について(市こども未来局) 
 ・2/7 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   
 ・2/13･14 普及事業チラシ配布・願い(市役所・中区役所・社協等) 
 ・2/18 冒険遊び場づくり普及事業ミーティング（古田公民館） 
 ・2/27 広島あそび場づくりマップ・情報印刷等作業 
 ・2/28 広島あそび場づくりマップ作り(古田公民館)  
・3/1  「広島県あそび場づくりマップ」展示搬入(古田公民館3/2～3/14) 
 ・3/2 「多世代あそび場づくり会議」会場設営準備(古田公民館) 
・3/3  冒険遊び場づくり普及事業「多世代あそび場づくり会議」開催（古田公民館） 
      ゆうえん隊研修(ゆうえん隊6名+見守り隊1名参加) 
 ・3/15 広島県あそび場づくりマップ展示搬出 
  ・3/18 もとまち自遊ひろば写真展搬入（中央公民館3/18～3/31）  
・3/22 「多世代あそび場づくり会議」「広島県あそび場づくりマップ」展示 

（ひとまち交流プラザ「たちまち全員集合」） 
 
４，その他 
・2/20 基町生協センター共栄会集金 
・中国新聞「冒険遊び場づくり普及事業」2/19掲載 
・展示パネル製作 
・冒険遊び場づくり普及事業後援申請報告書提出（広島市・ひろしまこども夢財団） 
・イオンレシート ソレイユ府中店報告書・更新届出書提出 
・イオンレシート 山陽マルナカ白島店 申請書提出 
・3/23 中央公園へ花見客対応のための張り紙(チラシ)掲示 
・年度末報告書作成 
 
 
【２月２４日(日)のひろばの様子】 

  
     ハンモックでお団子状態(>_<)            お兄ちゃんが水を入れる様子をじ～～っと見ている 
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     可愛い髪飾りしておままごと♪                広い芝生の上。びゅんっと飛ぶ。 

       
           本気の  お面！！ 

          
ロバのおじさんの絵本にこどもたちが集まって・・・         ちゃぶ台でそれぞれ工作   

 
【３月２４日(日)のひろばの様子】：お花見団子づくり 

  
  朝の準備。ハンモックを取り付ける様子を見て習う？            巨大コンパスで描く 
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フライ返しでシャボン玉     ゆうえん隊を捕獲               工作に花が咲く 

   
         こっちは花より団子♪               お団子ぐつぐつ          三つ！ 

  
        みんなで長縄               高校生も小学生もちびっ子も一緒におにごっこ！ 
 

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

 

コミュニティ SOS？！「多世代あそび場づくり会議」実施報告書 
 
【事業名】冒険あそび場づくり普及事業 
【日時】2019年3月3日(日)13時～17時 
【場所】古田公民館2階研修室1（広島市西区古江西町19-15） 
【主催団体】特定非営利活動法人セトラひろしま 
【共催団体】公益財団法人広島市文化財団古田公民館 
【協力団体】つくるあそび場ねっとひろしま 
【参加人数】スタッフ8名参加者52名 
【実施内容】講演「あそび場づくりはまちづくり」･広島市事業説明･活動事例紹介・ワークショップ 

(番外編：あそび場体験「ワンダふるたパーク」/広島県あそび場づくりマップ展示実施) 
第０部「あそび場」を体験する 

１０：００～多世代でつくる冒険あそび場「ワンダふるたパーク」（古江西町公園） 
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アナログゲームカフェ：おやこにいいもの「くるり」 
１２：３０～開場受付（古田公民館） 
１３：００～開会あいさつ 

第１部「あそび場づくり」をきく 
１３：０３～講演広島工業大学工学部建築工学科福田由美子教授「あそび場づくりはまちづくり」 
１３：４０～広島市こども未来局こども家庭支援課主事新見氏「広島市冒険遊び場事業について」 
１３：５０～休憩（５分） 
１３：５５～活動事例紹介古田公民館主事為政氏冒険あそび場「ワンダふるたパーク」 
１４：２０～あそび場紹介（県内21団体中、当日参加12団体から約20名） 
１４：２５～休憩（１０分） 

第２部「あそび場づくり」を考える：コーディネーター福田由美子教授 
１４：３５～地域のこどもの課題共有、課題解決のアイディア、自分たちでできることなど 
１５：４５～全体シェア 
１５：５５～まとめ・あいさつ 
１６：００～終了・片付け 

 
【実施成果】 
 
今回、「冒険あそび場づくり普及事業」として、こども・居場所・地域について多世代で集い、考え対話をすること
を目的に開催した。講演会、市事業説明、遊び場づくり事例紹介と話が進むにつれ、「あそび場づくり」は決して特別
な人だけが取組む活動ではなく、「こどもの幸せ」を思う大人たち誰もが関わるまちづくりの中にあるとの認識を共有
した。後半のワークショップでは、こどもから失われつつあると言われる「時間、空間、仲間」の三間は、むしろ大人
側に当てはまることであり、大人の意識を少しずつ変えていくこと、大人同士の繋がりや地域コミュニティを見直して
いくこと等、各グループで対話がなされていた。最後のアンケートでは、自分の地域やグループ活動、子ども会、社協、
行政との連携に活かしてきたいとの声が多くあった。この度、広島県内で初めて１２団体というあそび場の会が初めて
集まる機会となった。今後の県内あそび場マップの作製や交流をさらに深めていきたい。 
 

  
講演「あそび場づくりはまちづくり」：福田教授   広島市冒険遊び場事業について」：市担当課新見氏 

  
事例紹介「ワンダふるたパーク」：古田公民館為政氏   ワークショップ「こどものあそび場」を考える 
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ワークショップ班ごとの対話の記録「えんたくん」 

  
「ワンダふるたパーク」雨天のためホールにて同時開催        「広島県あそび場づくりマップ」展示 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

これからのひろばのよてい 
平成３１年 ４月１４日(日)・２８日(日) 

５月１２日(日)・２６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 
 └──────────────────────────────────────────── 

まちかど音楽プロデュ－ス事業 
平和大通り芸術展 Hirosima ARTery（ヒロシマアーテリー）2019 

セレブレーション・コンサート 
 
●日時：2019年3月16日(土)   ①13:00～13：30   ②15：00～15：30 
    2019年3月17日(日)   ①13:00～13：30   ②15：00～15：30 
●場所：平和大通りクリスタルビル前「ラ・パンセ像」周辺テラス付近にて 

（平和大通り芸術展 ARTery アートマルシェ会場） 
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●企画：特定非営利活動法人セトラひろしま 
●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の祝祭及びアートマルシェ開催に連携したコンサート。 
●観客数：3月16日(土)  250人（2回）  3月17日(日)  200人（2回） 
〈3月16日(土) 〉Carrefour Saxophone Quartet  ＊ライブ時間30分程度 2回  
民族音楽やジャズ、クラシックの要素を取り入れ作曲、またアレンジされたサクソフォンのための楽曲を演奏。一
部、演奏者の即興（インプロビゼーション）もあった。 
〈3月17 日(日)〉 さらさ  ＊ライブ時間30分程度 2回 
アイリッシュ・ハープとギターによる絶妙な響きを効果的に入れたアコースティックで耳にやさしいオリジナル楽曲
を中心に演奏。 
〈3月16日(土) 〉Carrefour Saxophone Quartet  ＊ライブ時間30分程度 2回  

 

  

       
 
〈3月17 日(日)〉 さらさ  ＊ライブ時間30分程度 2回 



 14

  

   

  
                                   看板     

 

祭り“えんこうさん”（報告） 
祭り“えんこうさん”が3月23日(土)に開催された。 

セトラひろしまも企画プロデュースで参加、本番ではセトラメンバー総出で裏方を務めました。天候は荒れ模様、

しかも強風で寒いなか、事故もなくよくがんばりました。 

しかし内容的には、祭事、吉祥渡り、妖怪祝宴と、祭りのコンセプトをきっちり活かしたシーンを作ることができ

たと思います。 

2020年からは、もっと暖かい花見時期に、美しい桜並木の河岸を活かした開催が構想されていています。 
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《祭 事》                       《御 輿》 

  
《祝 舞》                       《こども渡り》 

  
《吉祥通行手形渡り》                  《グルメ屋台》 

  

《祝宴パフォーマンス・書道》             《祝宴パフォーマンス・弾き語りと舞踏》  
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《祝宴・妖怪物語～魑魅魍魎》              《祝宴・妖怪物語～魑魅魍魎》 

  
《祝宴・妖怪物語～酒のふるまい》            《祝 宴》 
                                                                                                    
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
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◇ 


