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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
涼しい日が続き、夏もそろそろ終わりのようです。今年は心配された台風の影響も広島では軽微で済み一安心ですね。そ
れより長引く秋雨前線のほうが心配です。季節の変わり目ですので、お風邪など召されませんようにお気を付け下さい。
さてセトラでは、とうろう流しの「慰霊のための音楽奉献」も無事終了。今年は流灯エリアを広げるために演奏テントを
親水エリアから上に移しましたが、混乱も無くかえって移動が楽になったため演奏者には好評。観覧者にも間近に演奏を観
てもらえたのも良かったようです。来年もこの方式で進めましょう。ただ、エリアが最大限に広がって混雑も無かったにも
かかわらず、流灯を待つ人の列は一層長くなり解消しませんでした。これは暗くなってから一度に人が押し寄せる現象が顕
著になったためであり、もうこれ以上打つ手がありません。お手上げです。後は流す時間を延ばすしかないのですが、これ
は諸般の事情で難しい。よって、お待ち戴く方々にご理解戴くしかありません。申し訳ございません。
９月は「Ｉｎｄｉｋｅｔ Ｆｉｒｓｔ Ｆｉｎａｌｅ」です。これまで補助金と協賛金で運営してきましたが、補助金の
あてがついに無くなり、１５年目を一つの区切りとして Final の名称を付けています。来年の開催については未定ですが、
何か方策を考えたいですね。どうぞお知恵をお貸し下さい。今年は、これまで出演して下さった皆さんに集まってもらい、
大いに盛り上がりたいと思います。皆様のご来場をお待ちしております。
なおセトラは９月から新年度に入ります。やっと平成から令和に年度が変わります(笑)。よって１０月２９日(火)に「総
会＆懇親会」を開催いたします。あらためてご案内いたしますが、どうぞ日程を開けておいて下さい。
それでは隔月にはなりましたが、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
└─────────────────────────────────────────────
■アリスガ−デン植栽管理
夏のアリスガーデンは、植物に水が必要です！！様々なイベント催し等があるみたいですが、植物へテントが当たって熱で
枯れないような配慮をお願いします。フラワーポットを動かしてもいいのですが、なるべく現状の位置に戻す時間を作ってく
ださい。一人一台手元に簡易カメラがあるような時代です・・が。 私はいよいよ、パソコンが動かないので文書を書くのも
四苦八苦です（笑）以前は CAD 等使いこなしていましたが・・ 進化する所が違うんじゃないかと思う今日この頃デス。
（報告：オザキ マサヒロ）
【活動報告】
☆定期活動
◎7 月 18 日(木) 10：00〜13：00
参加者：セトラグリ−ンスタッフ 2 名
作業内容：除草、剪定作業、
、清掃活動
◎8 月 22 日(木) 10：00〜12：00
参加者：セトラグリ−ンスタッフ 2 名･有償ボランティア 2 名
作業内容：除草、剪定作業、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。
7 月 4・8・16・22・29・31 日、8 月 2 日・5 日・9 日・11 日・14 日・16 日・19 日・26 日 10：00〜12:00
作業内容：散水、清掃、フラワ−ポットの移動
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■ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
暑中お見舞い申し上げます。梅雨明け宣言が出た途端に猛暑！ジメジメからギラギラに体がついていけず、クーラーのリモコ
ン片手に外を眺めております。水かけをしなくてよかったあの数日が恋しい思いです。来 8 月は、ソーシャルガーデナー倶楽
部の総会を開きます。ただの花好き乙女？の集まりがこんなに長く活動が出来たのも、目には見えないいろいろな方のお力添
えのお陰です。心より厚くお礼申しあげます。
今年は、
「2020 年 都市緑化ひろしまフェアー」の参加協力に向けて、
「たねダンゴ」をはじめ、新しい領域へ向かってお
ります。これからも引き続き、応援よろしくお願いいたします。
【活動内容】
☆7 月 10 日(水)
定例活動 プラザ周辺・サークル花壇の手入れ
☆7 月 31 日(水)
8 月 6 日を迎えるにあたり、プラザ周辺の美化活動
【活動予定】
☆8 月 21 日(水)
総会
秋の袋町小学校児童との花育活動の種まき準備
☆9 月 11 日(水)
たねダンゴ造り・植え付けの講習会

┏┓
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW
└──────────────────────────────────────────────
◎７・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。
◎今後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→→５日、１２日、１９日、２６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! 速報 Report
天候：小雨 観客：3,500 人
MC：こーげ
13:00〜 チャーリーダンススタジオ
13:40〜 2019 年度ファーストチャンス開幕
出演者（Eiji・たけうちてつや・いくちぃ・天羽）
14:35〜 IDOL‑ROOM
プランクスターズ他 1 組
15:25〜 ドン・キホーテ企画
焼き芋早食い競争
15:55〜 パルクールショー
16:30〜 なかちゃん音楽の輪プレミアムライブⅠ
アーティスト KEISUKE
17:00〜 ドン・キホーテ企画
焼き芋早食い競争
17:30〜 なかちゃん音楽の輪プレミアムライブⅡ
藤井政美(サックス）×山本優一郎（ベース）
18:00〜 お掃除タイム
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■ブース
★アーティストのプロモーションブース
★飲食カー：世界で２番目のメロンパン、みなせん 焼きそば、吉川コーヒー ワッフル
★ドン･キホーテ協賛ブース
★なかちゃん音楽の輪事業紹介ブース
＊「アリスガーデンを利用されている方へアンケート」実施
雨の中のアリスガーデンパフォーマンス広場ＡＨ！、雨の中でもアイドルは強い、観客も強い。
種々雑多あるだけのテントを広げて観客席をつくる・・・これが意外と、このアバウトな雑多さがいい。海でいうと
魚礁のように、人を集める寄り所となる。人の滞在を誘うのは、何もキレイ・整然ではない。
ところで「なかちゃん音楽の輪プレミアムライブ」。今回は広島出身のシンガーで、今度東京からメジャーデビュー
する Keisuke 氏、ダイナミックレンジの広いつやのある声を聴かせた。
そして広島ジャズ界では誰もが知っているサックスの藤井政美さんとベースの山本優一郎さんのデュオ・・・若者の
広場（とされている）アリスでめったに聴けない本格的なジャズに空間が染まった。
雨の中 MC こーげ嬢他、スタッフご苦労様でした。

８月 AH! 速報 Report

（レポート:石丸良道）

天候：晴れ・猛暑
観客動員:4,500 人
MC：こーげ・ゆうすけ・Tomot
１３：００〜オープニング MC Tomot
１３：０５〜チャーリーダンススタジオ
１３：３０〜folk seen シグレ、Maa
１４：００〜アイドルステージ
プランクスターズ 他 1 組
１４：５０〜アーバンスポーツショー パルクール・BMX
１５：５０〜ドン・キホーテ八丁堀店コラボ企画 水風船キャッチ
１６：２０〜ドン・キホーテプレゼンツゴミ拾い
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１６：３０〜フラダンス
１７：１５〜ヨガ
１８：１５〜HAND DRIP
■ブース
★アーティストのプロモーションブース
★飲食カー：ダディービールフード
★「アリスガーデンを利用されている方へアンケート」実施
8月17日(土)のアリスガーデンガーデンパフォーマンス広場ＡＨ！16年目の夏の開催を迎えた。
酷暑の中、
最近ＡＨ！
の定番コーナーとなったアーバンスポーツ、パルクールのショー。なんと広場に来ていた外国人も参加し、数名が横
に寝転がる上を宙返り側転ひねりで跳び越えた。続いて夏企画の定番、フラダンス。そして何と言っても今回の驚き
の企画が、「１００名が、広場でヨガをする」企画。広場は、謂わば「人のインスタレーション」とでも言える表現
で、アートな異化空間と化した。そして最後はスペシャルライブ HAND DRIP、大阪からプロのエージェントを通して
参加。全体にいい内容で汗も報われた。 （レポート:石丸良道）
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…………………………………………………………………………………………………………………………

好評です！AH! ＲＣＣラジオ番組でオンエア！

AH! FUN RADIO
MC TOMOT（トモティ）

月曜日 夜 21 時〜 是非ご視聴ください！

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/
……………………………………………………………………………………………………………………………
Retrospective Show

Ｉｎｄｉｋｅｔ Ｆｉｒｓｔ Ｆｉｎａｌｅ

インディケットとは、インディーズとマーケットを組み合わせた新しい造語です。
音楽、ダンス、パフォーマンス、アートと、ジャンルを超えて自主制作作品のマーケットとプロモーション・ステ
ージを行う「インディーズの祭典」として 2005 年以来毎年開催され、広島のインディーズ・カルチャーシーンを支
えてまいりました。
今年 15 回目を迎えるにあたり、これまでこのイベントにゆかりのあるアーティストとともに、これまでのインデ
ィケットの軌跡を回顧するとともに、今後の広島の街文化シーンの創造的発展を目指します。

日時：2019 年 9 月 16 日(月−祝)

TIME/12：30〜20：00

場所：アリスガーデン（中区・西新天地公共広場）
主旨： 「INDIKET」はインディーズアーティストの支援を目的としています。インディーズアーティストに
よる生き生きとした発信は、今後の広島の文化形成における欠くことのできない土壌を醸成するとともに、広島独
自の「街文化」の形成を誘発し、広島のマチのにぎわいの創出と魅力的なまちづくりにとって重要なコンテ
ンツを提供するものと確信しています。
内容：インディケットにゆかりのあるアーティストによるライブ（30 分ライブのリレー）
トークショー｛今−昔〜広島インディーズシーンを語る！｝
インディケットを振り返るパネル展示、Indket コンピュレーションアルバム CD 販売
●ライブ出演者（10 組）
シグレ

とり

佐々木隆宏

中山泰造

ヤルキスト

橘高優士

うずら

万貴音

石澤ファンダメンタル

佐々木リョウ

●スケジュール（予定）
13:00〜オープニング
13:10〜シグレ
13:45〜とり
14:20〜中山泰造
14:55〜橘高優士
15:35〜うずら
16:25〜万貴音
17:05〜石澤ファ」ンダメンタル
17:45〜佐々木隆宏
18:25〜ヤルキスト
19:05〜佐々木リョウ
19:35〜フィナーレ ・エンディング
●MC・トーク：石澤良一（イベントプロデューサー）
・松川友和（イベントプロデューサー）
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■主催：アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会

共催：並木通り商店街振興組合、アートひろしま製作

委員会、■協力：広島市中央部商店街振興組合連合会、(株)ステージユニオン広島、NPO 法人クリーンディーシーク
ラブ、ライブ楽座、cocoro‑to プロダクション、NPO 法人セトラひろしま（予定）
＊プロデューサー：石澤良一（イベントプロデューサー）
・松川友和（イベントプロデューサー）
…………………………………………………………………………………………………………………………■
お問合せ：インディケット事務局
〒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）
TEL：082‑545‑7611 FAX：082‑545‑7612 E‑MAIL：info‑desk@indiket.net
■INDIKET HIROSHIMA 公式サイト HP：http://www.indiket.net/
■Facebook ページ ★http://www.facebook.com/indiket

┏┓
┗■ 【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
………………………………………………………………………………………………………………………………
【６月レポ−ト】
新年度を迎え、
「もとまち自遊ひろば」の会ではこの度、代表も代わり気持ちも新たな春となりました。若いメンバ
ーを中心とした運営に、これからが楽しみです。今年は、ゆうえん隊(スタッフ)とみまもり隊(保護者の会)の連携をよ
り深め、協力し役割分担し運営していくことで、誰でも遊び場づくりができる仕組みを整えていきたいと思っています。
大切なのは、お互いのコミュニケーションと思いの共有です。9年目の自遊ひろばでゆっくりと育ちつつある若い芽。
こどもの自由な遊び場づくりが、大人にとっても自由な表現の場となっていけるように、初心に返り取組んでいきたい
（報告：ゆうえん隊 六百田）
と思います。
１，ひろば活動
・6月23日(日) 晴：子ども115名（R 49名･新 66名/リピート率 43%）、ゆうえん隊 8名
○見守り隊：4名 ○ ○協力：４名(絵本たねまき塾)
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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，その他
・6/1
平成 30 年７月豪雨災害支援活動共有会(国際会議場にて)
・6/16 応急手当講座：講師 NPO 法人フレフレマ―ト 看護師２名（自遊ひろば倉庫にて）
・6/20 基町共栄会総会（基町生協センター内にて）
・みどり生きもの協会へ「業者の堀川清掃について」日程を確認

【６月２３日(日)ひろばの様子】

ハンモックお団子状態

紙くずをそうっといれてみる

泥んこマイワ−ルド♪

オフィスレディ発見！

３人乗りブランコ〜

今日は泥んこマイワ−ルドいっぱい♪

水遊び シャワ−VS てみ！
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シロツメクサのお花畑

ロ−プワ−クする少年

川あそびの川そうじ

タイヤをひっぱる長い列！

ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡
●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/
………………………………………………………………………………………………………………………………………

これからのひろばのよてい
令和元年 ９月８日(日)・９月２２日(日)
１０月１３日(日)・１０月２７日(日)
１１月１０日(日)・１１月２３日(土)２４日(日)
ひろばのじかん 10:00〜16:00
参加無料！
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

◎とうろう流し音楽関連行事
「慰霊のための音楽奉献

Offering of Music 」

心配された台風も過ぎ去り強行できた。曇りで例年のような猛暑でなかったのが幸いだった。今年は流灯スペース
を拡げるため音楽演奏スペースを河岸部に上げる。初めての試みなのでどうなるか分からなかったが、テントを設営
をすると、計算通りぴったりはまり、なかなか良かった。演奏を背後の空いた部分から観ることができ、流れるとう
ろうに向けて「音楽奉献」が始まると、多くの外国人の方が足を止めて聴き入った。内容を前半と後半に分けたて演
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奏。ここ最近恒例の全員セッションは中間部に三宅さんの指揮で実施、即興ながら見事なしーんとなった。後半は、
昨年アステールプラザで行われた公演「阿吽」、この公演に参加したチームで担当し、変化に富み濃密な音楽情景を
表現した。過度に表現的になるシーンが気になったが、対岸で聴いた聴衆の感想によれば、それくらいが丁度いいと
いう意見もあった。今後の参考にしたい。

前半一部

阿曽沼 裕司 ＜チェロ/Violincello＞

前半一部 伊藤 紀江 ＜Norie Ito/ クラリネット＞

全員セッション「沈黙のセッション」指揮： 三宅珠穂

後半二部「煉獄のセッション」

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

◎大イノコまつり
今年、11 月 3 日(日)・4 日(月-祝)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。
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。

竹主協賛募集中！
【
「大イノコ祭り」の開催】
期日：令和元年１１月３日(日)から１１月４日(月-祝)
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】
9

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◇
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