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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
世界中が新型コロナウイルスの脅威にさらされております。幸いには３／１時点で広島には感染者が出ておりませんが、観光
客は減り、デパートも時短営業となり客入りも少なめ。街中でマスクをしている人は半数くらいでしょうか。勿論、薬局にマス
クは見当たりません。広島ではこのまま感染者が出ず終息することを祈るのみです。
広島市ではこれからのイベントへの影響が心配です。まず 3 月 19 日スタートの『ひろしま はなのわ 2020』（第 37 回全国
都市緑化ひろしまフェア）です。すでに旧市民球場跡地などで準備が進められており、完全に中止は困難ではないかと思われま
す。そして 4 月 3〜5 日開催の『FISE HIROSHIMA 2020』。カミハチ地区で予定しているプレイベントも含めて、開催が危ぶま
れます。セトラひろしま関連でも、3 月のＡＨ！は一部内容を変更し、会場の配置も変更して実施予定。3 月のもとまち自遊ひ
ろばは無理かもしれません。4 月 3・4 日の『えんこうさん』も内容が変わる可能性があります。そして初めての試みだった、
中の棚稲荷神社「邦楽聴く会」は、延期が決定しました。
そんな暗い話しばかりの中、明るい話題として、紙屋町・八丁堀エリアマネジメント実践勉強会から生まれた社会実験『カミ
ハチキテル』が、3 月 1 日スタートしました！ これは、東急ハンズ〜広銀・八丁堀支店前のバスベイに長さ 53m のウッドデッ
キを敷き詰めて「憩いのスペース」にしようとする試みで、サンフランシスコ発祥で日本でも神戸市などで行われており、「パ
ークレット」と呼ばれています。公共空間を有効活用することにより回遊性を向上させることと、相生通りの将来像を見せるこ
とにより、近隣ビルの建て替えの際の歩道空間拡充のモデルケースにする狙いもあります。将来的には広島市中心部が『車優先
から人優先』の社会に生まれ変わることを願っての社会実験です。3 月 29 日までの予定で、カフェも併設され、いろいろな店
が出店します。大イノコ祭りにも出店してくれた「カルロスさんのカレー」も水曜日に来ますよ！私は毎週、食べに行きます！
皆様も感染予防を徹底されて元気にこの危機を乗り越えましょう！
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
└─────────────────────────────────────────────
■アリスガ−デン植栽管理
【活動報告】
☆定期活動
◎1 月 16 日(木) 10：00〜14：00
参加者：グリーンスタッフ 4 名
作業内容：除草、剪定作業、清掃活動
☆定期活動とは別に、月曜等除草・清掃活動等も継続中
1 月 1 日・2 日・6 日・9 日・14 日・20 日・23 日・28 日・30 日 10：00〜12：00
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
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【活動予定】
☆定期活動
◎2 月 20 日(木) 10：00〜12：00
◎3 月 19 日(木) 10：00〜12：00
作業内容：除草、剪定作業、清掃作業 等
■ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
春を感じる季節となりました。もう 3 月がそこまで来ています。あまりにも日が経つ速さに驚かせられます。年のせい
でしょうか？妙な焦りを感じます。
今年は、我が広島で全国都市緑化フェアが 3 月 19 日（木）から中央公園を中心に広島県内各地で開催されます。オリ
ンピック開催と併せ、とても賑わうことでしょう！今からワクワクします。しかし、コロナウィルスの集団感染の拡がり
に開催不安が募ります。早い終息を強く願います。
今年は、ポッポポッポ雪が降ることもなく、寒いといっても穏やかな冬のせいか、植物にとっては育ちやすいようでグ
ングン成長しています。雑草も…同様です（涙）
今春は花にあふれた街並みを思いっきり楽しみましょう。
しかし、花粉症の症状が早くも出ているようです。くれぐれもご自愛くださいませ。
【活動報告】
☆ 2 月 12 日(水)
定例活動
AM：定例作業
PM：新年会
【活動予定】
☆ 3 月 16 日(金)
10：00 〜 12：00 全国緑化フェア会場にて花苗の植え付け作業
☆ 3 月 11 日(水)
定例活動

┏┓
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW
└─────────────────────────────────────────────
◎1 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
2 月→→ 6 日、13 日、20 日、27 日
3 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。
………………………………………………………………………………………………………………………………

アリスガーデンパフォーマンス広場ＡＨ！
〜FISE Hiroshima 2020 カウントダウン〜
■日時：令和 2 年 3 月 7 日(土)

13：00〜19：00
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■場所：中区アリスガ−デン
■主催：アリスガ−デンパフォ−マンス広場事業実行委員会
■企画・制作：AH!STATION
■協賛：ステ-ジユニオン広島（音響・照明）

※コロナウィルス感染防止のため、内容と会場配置を変更して開催します！

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

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。
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【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、１月 活動レポート】

（報告：六百田）

冬の寒さもなんのその。ひろばのこどもたちは遊んでいます。古のこどもたちも火を起こし、焚火を囲んで、ぜんざい
に心も体もあったか、みんなで暖をとっていました。ふとそこへ、一人の4歳くらいの男の子が、燃える大きなドラム缶の
中身を見て、指を指して叫びました。「僕の木!」・・・・・「ううううぇ〜〜〜ん！！」 僕の木 らしき一本の棒が、
他の木片と一緒になって燃やされていました。親御さんは、突然のことに驚いていましたが、その少年の肩を抱いて「大
事だったんだね。そうかそうか。」と。それでも泣き続ける息子に「大事なものはほっておいとかずに、とっとかなきゃ
ね。また見つけようね。」と優しく語りかけていました。4年生くらいの少年が後からやってきて、「どうしたん？何があ
ったん？」と問うてきました。かくかくしかじかのことを説明すると、年上のその少年は何も言わず苦笑い。小さな少年
の心に通じるところがあったのでしょうか。周りの大人たちは微笑んでその様子を見守っていました。大人たちもこども
のころの懐かしい気持ちを思い出していたのかもしれません。
１，ひろば活動
・12月8日(日) 晴：子ども67名（R 40名･新 27名/リピート率60 %）、ゆうえん隊 5名
○見守り隊：3名 ○ボランティア：8名（広島医療秘書専門学校）
・12月22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 5名
○見守り隊：3名 ○ボランティア：8名（広島医療秘書専門学校） ○訪問：和田さん（環境センター）
●『サンタがひろばへやってきた』＆あったかぜんざい：見守り隊
・1月26日(日) 晴：子ども60名（R 38名･新 22名/リピート率 63%）、ゆうえん隊 5名
○見守り隊：4名 ○ボランティア：11名（広島医療秘書専門学校） ○協力：絵本たねまき塾
○視察：広島市こども未来局こども・家庭援課 森次課長補佐（9時半〜11時半）
●『節分前にひろばで鬼のお面をつくって紙芝居みてたら鬼さんがキター！』＆ぜんざいアルヨ♪
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
・1 月 12 日(日) 自遊会議（セトラにて）

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・ボランティアについてはコチラ https://activo.jp/articles/62437?via=user77199
◇広島市HP http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1310631271064/

ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡*☆*｡*ﾟ*｡
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【２０１９年１２月、１月 ひろばの様子】
【１２月２２日(日)】●『サンタがひろばへやってきた』＆あったかぜんざい

サンタが台車でやってきた♪(自走)

こどもたちへプレゼントを。メリ〜クリスマス☆

【１月２６日(日)】●『節分前にひろばで鬼のお面をつくって紙芝居みてたら鬼さんがキター！』＆ぜんざいアルヨ♪

朝の準備に台車で道具を運び出すこと数往復

焚火を囲んであったか。ぜんざいもあるよ。

お昼からは天気も晴れてポカポカ陽気↑遊び人もたくさん

紙芝居中のテントの後ろで仕込む鬼軍団

鬼がキタ〜！泣く子も。豆(新聞紙)を投げてやっつけるんだ‼

↑片付後のミーティング風景(倉庫にて)

………………………………………………………………………………………………………………………………
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●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
３月 ８日（日） ・ ２２日（日） ※コロナウイルス感染防止のため、中止の可能性あり！
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
└─────────────────────────────────────────────

《中の棚稲荷神社「邦楽聴く会」（仮称）》 延期！
○提案主旨：中の棚エリアにおける魅力的なスポット・中の棚神社、しかし一般的には知名度があるとは言えません。謂
わば隠れ家的な同所の魅力をさらに引き出し、広島市中心街エリアで親しまれる一つの名所とするために、また急増する
外国人旅行者が気軽に日本文化を楽しめる、おもてなしの機会を提供する意図も兼ね標記企画を提案します。この企画は、
一過性のものでなく継続して行うことで、中の棚の名物催事となるように心掛けるもので、中の棚界隈における新しいに
ぎわい創出の契機になればと願うものです。

※コロナウィルス感染防止のため、延期となりました！※
○企画内容：日本の伝統文化としての邦楽鑑賞を中心とした会の開催（年複数回の開催・季節毎、四季回）
場所：中の棚稲荷神社 広島市中区立町１−１１
主催：広島中の棚商店街振興組合・特定非営利活動法人セトラひろしま
協力：榊記彌栄 OKOTO 教室

┏┓
┗■ 【６】紙屋町八丁堀公共空間活用社会実験「カミハチキテル」速報！
└─────────────────────────────────────────────
相生通りの社会実験が 3 月 1 日にスタートしました。3 月 29 日まで実施されます。開期中にはアンケートを実施して
車道を歩道として活用することの是非を検証します。反応が良ければ、会期の延長も考えられます。これが「車優先から
人優先」への変化に繋がり、広島市中心部のにぎわい作りになればと考えています。
（文責：若狭利康）
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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
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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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