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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 遅くなりましたが… 
謹んで新春のお慶びを申し上げます 本年も変わらずセトラひろしまをお引き立ての程お願い申し上げます 
 
暖冬ですねぇ。我々商業者だけではなく、農業などにも大きな影響が出そうです。地球温暖化の影響であることは間違いない
のに、日本やアメリカの政府は何を考えているのでしょう？ 経済優先だけでは地球に未来はないでしょう。心配です。 
 さて、広島都心、紙屋町・八丁堀ではエリアマネージメントの勉強が進むと共に、3月には相生通りで「社会実験」を行いま
す。東急ハンズ前のバスベイの切れ込みに“パークレット”と呼ばれる木製の台を置き、車道と面一にすることによって歩道部
分を拡張して、そこに椅子・テーブルやカフェなどを設置して憩いと賑わいの空間を創造します。また、周辺2箇所にも場所を
1ヶ月間確保します。これは「車優先から歩行者優先」社会への転換と、広島都心部の回遊性の向上を目指す第１歩となります。
歩道を広げることがどのような効果をもたらすのか実証します。また今後、相生通りに隣接するビルが建て替えする際に、歩道
に面する１階部分を有効活用するモデルケースとして実際に体感してもらうことも狙いの一つです。皆さんも是非、足を運んで
下さい。石丸さん以下、若いスタッフも頑張っています。 ただ、その頑張りに水を差す企業があります。広島を代表する○○
銀行の法人営業部さんです。とても独りよがりな理由でエリマネ活動から抜けると言うのです。信じられない行動です。ただし
社会実験の近くにある八丁堀支店さんは非常に協力的なのです。本庁と所轄の意見の相違でしょうか？ 
 ４月には「えんこうさん」「FISE Hiroshima 2020」「ポップカルチャー2020」が予定されており、鋭意準備が進められてい
ます。ご協力の程、お願いいたします。また恒例の「セトラ大花見」は４月１日(水)の開催予定です。空けておいて下さい。 
 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 
 └───────────────────────────────────────────── 
■アリスガ－デン植栽管理 
新春。・・・とは言え、この号が発行される頃は、寒い冬を迎えている季節だと思います。本年も宜しくお願い致します。 さ
て、アリスガーデンでは、恒例の忘年会シーズンを迎えています。商店街が繁盛するのは良いことだと思いますし、荒れていな
いと、飲食業界は大丈夫なのか？・・と逆に心配になる程の、お付き合いの年数になりました。干支を一回りです。 
 三が日は、清掃会社も休日。昨年同様、自主的に1月1日のアリス状況確認をしたいと、思っています。。         
（報告：オザキ マサヒロ） 
【活動報告】 
☆定期活動 
 ◎12月19日(木) 10：00～12：00 
参加者：グリーンスタッフ4名 
作業内容：ビオラ120pの植栽、剪定、清掃、散水 

 ☆定期活動とは別に、月曜等除草・清掃活動等も継続中 
   12月5日・9日・12日・16日・23日・26日・30日 10：00～12：00 

セ ト ラ 通 信 
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   参加者：グリ－ンスタッフ延7名 
   作業内容：清掃、フラワ－ポットの移動、除草 
 
■ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
寒中お見舞い申し上げます。今年も引き続きよろしくお願いいたします。 
 今年は、オリンピック・パラリンピックyearですね。日本中が大いに盛り上がって、日本が元気になれば良いですね。 
また、広島では、第37回全国緑化フェアが3月19日から11月23日の250日間、中央公園を中心に広島県各所で開かれます。
我が倶楽部も協力体制で臨みます。花いっぱい、活気あふれる広島を目指して、成功を願うばかりです。みなさま、どうぞ緑化
フェアにお越しください。 
 最近、我が倶楽部へプラザ前を行きかう人から感謝の言葉などいただくことが多くなったとの話を戴きました。地道なボラン
ティア活動ですが、私たちの活力剤となりました。有難うございました。メンバー全員、とても喜んでおります。 
 今年も会話を楽しみながら、活動致します。応援よろしくお願い致します。 
【活動報告】 
☆ 1月 8日(水)  2020年活動開始  AM：定例作業  PM：新年会 
【活動予定】 
☆ 2月12日(水)   定例作業 
 
 
┏┓ 
┗■ 【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。 
◎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                              
      1月→→ 9日、16日、23日、30日 

2月→→ 6日、13日、20日、27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！ 

December Stories 

Report 
■日時：令和元年12月7日(土)  13：30～18：30 
■天候 曇り時々晴れ 肌寒い  ■来場者数：：4,500人 
■コンテンツ 
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●ステージ 
13:00～チャーリーダンススタジオ 
13:30～フルートデュオＳ＆Ｙ 
13:50～ヒロシマフォークシーンvol1 ルあ乃 原翔太郎 dicekey イトウユーキ 
15:00～スペシャルライブ 「万貴音」 
15:30～ドン・キホーテコラボチャリティーサンタ企画 
16:00～ヒロシマフォークシーンvol2 toy SAI-TO道場 飴色リボン シャーケン 
17:20～大筆大書パフォーマンス 「手紙家くま」 
18:00～”チャリティーサンタ”デモンストレーション 
■ブース ★アーティストのプロモーションブース   
 

12月7日の土曜日、AH!はDesember Storiesと銘打って開催・・・12月は本当に色んな事があるからね。例年12月はエイ
ズデーに併せて県市のエイズ撲滅キャンペーンと一緒に行っていたが、今年は10月に大きなキャンペーンを行ったので12月の
アリスはなしに。このせいでコンテンツが揃わないっていう話を聞いたのが1週間ほど前、僕も心配してあれこれ声をかけたけ
どＮＧ。それじゃ僕が出るか！って、Ｓさんに声をかけて一つプログラムを作る。 
さて蓋を開けると、何のことはないけっこうコンテンツも集まり一安心。まあいつものアイドルームはないが。 

  
13:00～チャーリーダンススタジオ 
最近すっかりおなじみになったMCゆーすけの前振りを受け、不動のコーナー、チャーリーダンススタジオのダンスステー
ジで幕を開ける。曇り・・しかし幸いだんだんと陽もさしてきたが、気温は低い。 
 

  

13:30～フルートデュオＳ＆Ｙ 
さて商店街界隈関係者地産地消のフルートデュオの登場。AH!では珍しいクラシックインスト音楽、それもモーツア
ルトをあえてぶつける。このダイバシティこそAH!の売りとばかり堂々と？と演奏。 
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13:50～ヒロシマフォークシーンvol1  
今回のコンテンツで力を入れたのがこのコーナー、8組のフレッシュなアーティストが出演した。ブッキング協力
は自身シンガーソングライターでAH!姉妹イベントのプロデューサでもある「うたうとり」さん。 
ルあ乃・・弾き語り、高校生、孤高（内にこもる）だが、魅力的な世界観で将来期待を持たせる。イトウユーキ、
弾き語りが外に向かう。Dicekey、サウンドづくりの巧みさ。原翔太郎、ラップ、連射する言葉・・一途な身体。 
 

  
 

  
15:00～スペシャルライブ 「万貴音」 
そしてここのところアリスのステージによく出ていただく「万貴音」。彼らが登場すると急に広場の雰囲気がなご
み、聴衆との一体感が生まれる・・・楽しくオープン、明るい空気がいっぱいにひろがる。そうそのポップなノリ
の良さのなかにもメッセージ性もある。達者という言葉・・・出演ありがとう！ 
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15:30～ドン・キホーテコラボチャリティーサンタ企画 
大勢のサンタさんが現る。チャリティーサンタの活動とご近所のドン・キホーテさんとのコラボ。サンタも参加し
て焼き芋の早食い競争。お茶付き、でもお茶を飲むとなんと辛いというイタズラで大いに受ける。 

  
16:00～ヒロシマフォークシーンvol2  
Toy、ひたむきで、純情。SAI-TO道場45、レゲエ・ラップ、熱い語り、言葉の展開も巧みでショーになっている。
飴色リボン、キーボードとのデュオで登場、さわやかで甘い。そしてシャーケン、福祉をテーマのラップ・ヒップ
ホップ。少し孤高だが、ステージにたつとその存在感に引き込まれる。古今の身振りを伴った語り音楽はあまたあ
るが、そのエッセンスを捉えており説得力があるアーティストだ。 
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 17:20～大筆大書パフォーマンス 「手紙家くま」 
陽も落ち、くまさん、久しぶりのアリス登場。くまさんにとってAH!はホームみたいなもの。今回のパフォーマン
スでは「帰る家がある幸せ」をアピール！そうサンタさんもそんな家々を訪れる。それにしてもくまさんのパフォ
ーマンスを観ると、AH!の過去の様々なシーンが思い出されむ胸は追憶に泣いた。 

   

 18:00～”チャリティーサンタ”デモンストレーション 
子ども達にクリスマスプレゼントを届けようという活動・・・活動を担うサンタさんが不足しているということ、
活動の意義と参加を呼びかけた！そうクリスマスももう近い。 
今年のAH!もこれで終わり。来年1月2月はお休み、3月にまた会いましょう！ 

  

《レポート：石丸良道》 

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

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！ 
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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/ 

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

クリスマス祝祭セレモニー「光と音のドリミネーション」 

■日時：令和元年 12月24日(水) 17：30～20：45 
■場所：平和大通りクリスタルビル前当たり（ドリミネーションインフォメーション近く） 
■観客数：1,600人 
■主催・共催：ひろしまライトアップ事業実行委員会・広島市（まちかど音楽プロデュース事業） 
■企画：特定非営利活動法人セトラひろしま 
■内容：祝祭セレモニーの実施、セレモニーに伴う音楽演奏（まちかど音楽プロデュース事業） 
○トークセッション「平和大通り・光と音のドリミネーション」 
トーク参加者：野村彰浩（音楽家）、福田ひとみ（音楽家）、谷本卓也（ひろしまライトアップ事業実行委員会事
務局事業推進本部課長）、林紀昭（(株)フジヤ広島支店チーフデザイナー）、石丸良道（NPO法人セトラひろしま
副理事長） 
○祝祭に伴う音楽演奏（まちかど音楽プロデュース事業） 
【出演者と演目】 
・フルートトリオ「アルベッロ・ディ・フェニーチェ」＊クラシック、ジャズ、ノエル等、スタンダードなクリス
マス曲の演奏。 
・LaTICA＜ラティサ＞＊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。
電子音をバックにクラシック、ジャズ、宗教音楽、民族音楽等の要素が挿入された即興的演奏。  
■イベント進行スケジュール 
17:30～17：35 オープニング～ひろしまライトアップ事業実行委員会主催者挨拶 
17:35～18：05 フルートトリオ 
18:15～18：45  LaTICA 
18:55～19：25 トークセッション「平和大通り・光と音のドリミネーション」 
19:35～20：05 フルートトリオ 
20:15～20：45  LaTICA 
●会場の設営：トークセッション及び演奏スペースとしてオリジナルテント（3ｍ辺三角形テント2張合体）、控
え室用に２ｍ×２ｍの簡易テント。及び音響機材・照明設備の設置   
●音響： BASSET PA 
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【クリスマス祝祭セレモニー「光と音のドリミネーション」開催写真】 

  

フルートトリオ「アルベッロ・ディ・フェニーチェ」 

  

 フルートトリオ「アルベッロ・ディ・フェニーチェ」 

  
LaTICA＜ラティサ/ エレクトロニカデュオユニット 
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LaTICA＜ラティサ/ エレクトロニカデュオユニット 

  

トークセッション                会場風景 

 

■セトラひろしま・大イノコ祭りを支える市民の会 合同忘年会 

暮れの12月26日、中華料理の店ごんちゃんにて合同忘年会、42人の老若男女が集う。大いに盛り上がる。 
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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◇ 


