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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によって大変な事態になっています。先日までは余所事のようでしたが、広島市内にも４名の感
染者〈3/30 現在〉が出てしまい身近に迫っている感があります。商店街では高齢者が減り、逆に若者は増加しているため人通
りもいつもよりは減ってはいるものの極端に少ないわけではありません。ただデパートや飲食関係、映画館などの落ち込みは深
刻です。感染者がさらに増加した場合、経済だけではなく生活全体に対する影響は甚大です。一刻も早い終息を祈ります。
中振連では「ゆかたできん祭」をどうするかが議論され、ほぼ中止の方向で調整中です。市民の楽しみを奪うことは本意では
ありませんが、数十万人が密集した状態になりますので現状では中止にせざるを得ないと考えます。ただ「とうかさん」自体は
円隆寺さんの行事なので我々に決定権はありません。露店の出店取りやめと共に自粛して頂くことを願うのみです。
セトラひろしまへの影響も大きいです。広島市の事業である「もとまち自遊ひろば」も３月から休止状態が続いています。
「は
なのわ 2020」への花の植え付け作業も中止。松川理事が地元プロモーションを担当していた「FISE Hiroshima 2020」が延期。
私も実行委員会に入っていた「ポップカルチャーひろしま 2020」も中止。すべてが中止に追い込まれる中、本来ならＡＨ！も
広島市が絡んだ事業なので中止するべきなのですが、FISE やフラワーフェスティバルのために 1 年間努力してきた人たちのた
めにも開催したいという松川理事の強い思いを受けて、別の事業形態にしたり、有効な制限や工夫をすることにより、何とか 4・
5 月は開催できればと考えています。皆様どうぞご理解下さい。
そんな中でも明るい話題は、東急ハンズ前の相生通りで実施している紙屋町八丁堀公共空間活用社会実験「カミハチキテル」
が、3/29 までの予定が 5 月 10 日まで延長になったこと。心配されていた渋滞もほとんどなく、各所からも好評だったため警察
も許可してくれました。これで紙屋町八丁堀のエリアマネジメントも一歩前進し、次のステージに上がれると思います。
それではセトラ通信をごゆっくりお読み下さい。
＜４月１０日 追伸＞
コロナウィルスが予想以上に蔓延し、政府からも「緊急事態宣言」が発令され、それに伴い広島市からのアリスガーデンでの
イベントの自粛要請がなされましたので、協議の結果、私たちもこの非常事態の収拾に協力すべく、アリスガーデンでのイベン
トを当面の間中止することに決定いたしました。何卒、ご理解頂きますようにお願い申し上げます。
（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
◎2 月 20 日(木) 10：00〜14：00
参加者：グリーンスタッフ 2 名・有償ボランティア 2 名
作業内容：施肥作業、除草、散水作業、清掃活動
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☆定期活動とは別に、月曜等除草・清掃活動等も継続中
2 月 3 日・6 日・10 日・13 日・17 日・25 日・27 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
【活動予定】
☆定期活動
◎3 月 20 日(木) 10：00〜12：00
◎4 月 16 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
【活動報告】
3 月 6 日(金)に予定しておりました「全国緑化フェア会場にて花苗の植え付け作業」と 3 月 11 日(水)に予定しており
ました定期活動は休止させていただきました。
【活動予定】
◎4 月 8 日(水) 定期活動

国内最大級！花と緑の祭典
第 37 回全国都市緑化ひろしまフェア『ひろしま はなのわ 2020』
♬「花笑（はなえみ）」ひろしまから花と笑顔と平和の わ♬
開催期間：2020 年 3 月 19 日(木)〜11 月 23 日(月・祝) 250 日間 ※現在開催中
会場：●メイン会場
中央公園（(旧)市民球場跡地を中心とする区域）及びその周辺（広島市中区基町）
2020 年 3 月 19 日(木)〜5 月 24 日(日) 67 日間
入場無料（ただし、催事については有料のものを検討）
※5 月 25 日(月)〜11 月 23 日(月・祝)は、他会場の案内や観光・市町情報を提供、連携イベントを開催
●協賛会場
国営備北丘陵公園、県立せら県民公園、県立びんご運動公園、県立みよし公園
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するため、当面、4 月 19 日(日)までの間、一部のイベント等が中止・
延期されています。今後の状況変化に応じ適宜見直しされ、下記 HP にてお知らせされるもようです。
HP：https://hananowa2020.com/

┏┓
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW
└─────────────────────────────────────────────
◎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。

◎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
3 月→→ 5 日、12 日、19 日、26 日
4 月→→2 日、9 日、16 日、23 日、30 日
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┏┓
┗■ 【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
■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）
REPORT 3 月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH!
令和２年３月７日(土)

14：30〜17：30

天候：雨 来場者数 900 名
新型コロナウイルスの影響で開催の是非を問い悩んだが、当初予定され、楽しみにされていたアーバンスポーツや
ヨガ大会をキャンセル、音楽ステージだけに絞り、時間短縮で行うことに決定、さて当日、アルコール消毒のブー
スを 2 ヶ所設け、予防のためのノウハウポスターを貼る。椅子は広場のグリッドに従って離れて配置し準備完了。

しかし開始前になって無情にも雨が降り出し最悪のコンディション。観客用のテントを設置、椅子は密集するので撤去。
〇１４：３０〜いつもよりかなり遅めのオープニング。MC は久しぶりに TOMOT そしてゆうすけ
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〇１４：３５〜音楽ライブ、始めに高校生「ルあ乃」の弾き語り、独特のオーラで魅了する。次に福祉ラップ？のシャー
ケン、なんとギターとセッション、ギターはどこかで見たことがあるぞ、怪しげなミュージシャンあれは歌遊亭 円生氏。
音源でなく生音ラップもいいじゃない！

〇１５：１５〜中区と NPO セトラひろしまが提供する「なかちゃん音楽の輪プレミアムライブ」、ステージ横に豪
華なお花も！今日の Vol1 ライブ は、第 2 次広島フォーク村の流れをくむ「石澤ファンダンメンタル」、大御所の
出演。広場になにがしら緊張感が漂う。これぞフォークサウンド、さすがである。僕的には昨年作られた新曲が、
アラブっぽいマイナー旋法で時としてメジャーで上昇して転落する「奥深い」曲が気に入った。

〇１５：４５〜HIROSHIMA Folk Scene、3 組の出演。みんな AH!のファーストシーン経験し独自の展開をしている。詩的
レトリックに長けたたけうちてつや、直球の秋山健二、そして歌にのってのびやかに翔ぶシグレ。先輩に負けるなよ！！

〇１６：３０〜KEISUKE ライブ。待ってました。今話題のシンガーソングライター。メジャーに行くと、これからなかな
か AH!のステージへ出ることもできなくなるかも知れない。確かに声の体幹というか「声幹」がしっかりしていて表現力
がある。期待できる。
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〇１７：００〜なかちゃん音楽の輪 Vol2。最后のステージは香取優希。雨が降るのになんとドレス姿で登場・・しかも
真っ赤。細い体から太い声が絞り出される。演歌も含め、日本人の耳に馴染む曲を歌い上げる・・・それはほんとシンガー
優希・歌姫だ。手慣れたピアノの伴奏も加わりプロフェッショナルなステージを披露した。

何年目だろう・・雨あめ降れふれ・・・今期最後の AH!も終わる。

イベント終了後、プロデューサーであり MC である TOMOT は次のように語った・・・
「集客を目的としないイベント、はじめてやった。告知もしない。集めない。椅子も置かない。たまたま通りかかった方
にとって、ただの BGM としてでもいい。少しでも前向きになってくれてたら。」
なお MC を務めた「ゆうすけ」は今回をもって卒業、新天地を求めて旅立つ・・ありがとう！エールを送る。

※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した！
…………………………………………………………………………………………………………………………

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！
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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

【２月、３月 活動レポート】

（報告：六百田）

新型コロナウイルス感染症が各地で拡がりをみせている。自遊ひろばは、不特定多数のこどもを対象とした野外での遊び場
であり、感染予防の措置がとりにくく、リスク回避のため自粛し、2月の開催はやむを得ず中止の判断をした。その後、イベ
ントに関する行政方針が発表され、広島市からも市主催のイベントは中止する方針が示された。自遊ひろばにおいても、当面
の間、開催中止となった。
小・中・高校では拡大防止策として休校を要請され、3月に入り春休み前にして多くの学校が休校となった。こどもをみるため
に仕事を休まなくてはならない親御さんもいる。こどもたちは一ヶ月間、自宅待機の指導を受けているようである。現実的に
は、一ヶ月もの間、こどもが室内だけで過ごすことは難しい。地元の公園では、サッカー等のボール遊びや、鬼ごっこをした
り体を動かして遊ぶこどもたちの姿をよく見かけるようになった。親子で遊ぶ姿も増えた。とても複雑な気持ちである。この
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度の新型コロナウイルス感染問題によって、いろいろなことに気付かされる。こどもが外で安心して遊べる自然環境と、地域
を見守る大人の緩やかな繋がりづくりを、社会で支える姿勢が普段から必要である。
中央公園へのサッカースタジアム建設の進捗も気になる。自遊ひろばの来年度開催について、良い方向へ向かうよう市担当課
と協議していきたい。

１，ひろば活動
・2月23日(日) 中止 新型コロナウイルス感染症に対する感染予防のため開催自粛
・3月 8日(日) 中止 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間開催中止(広島市より)
・3月22日(日) 中止 FISE開催にあたり、準備期間中含めエリアの使用ができないため
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
・2 月 9 日(日) 自遊会議（中央公園にて 中央公園西側・東側エリアでの開催検討）
・3 月 8 日(日) 自遊会議（中央公園にて 来年度の開催検討）
・3 月 イオンイエローレシート 下半期活動報告書提出
・2019 年度事業報告書作成
【２０２０年２月、３月 ひろばの様子】
【中央公園 西側エリア】 ※市こども未来局から提案のあった開催地 2 ヶ所を遊会にて検討(2/9)

西側）トイレ前、道路沿いの小広場

西側）道路沿い 木立とポップラ倉庫(奥)

〈西側エリア(旧太田川側)〉
・ドングリ、モミジ、桜など常緑樹・落葉樹の木がたくさん。ロープワークは今よりも広がるかも。
・トイレ横のエリアは、少し広いので小さな広場的に使える？
・いくつかの島があり、陽が入り気持ちの良い場所もある。
・平坦地で島の境界にブロック。

西側）小広場から道路へ抜ける道(計14 ヶ所)

問題点
・建物(20ｍ〜40ｍの壁)が目の前にできる。建ってみないと圧迫感等わからない。
・堀川はどうなるか？
・道具搬入の導線はどうなるか？
・道路側の生垣に、14 か所の穴がある。子どもが道路にでる危険性がある。
・バーベキュー客との住み分け？共生？
・グラウンドゴルフ(日曜日 10 時くらいまで？)との住み分け？共生？
・全体の見通しが良くないので、見守りがしにくい。親がこどもにつきっきりにならざる
をえない遊び場になるのでは？こどもがのびのび遊ぶ自遊ひろばらしい遊び場にならな
いのでは？
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【中央公園 東側エリア】

東側）木立小広場、園路、トイレ(奥)

〈〈西側エリア(旧太田川側)〉
・木がたくさんある。明るく開けている。噴水がある。人通りがある。コンクリ−ト。
・平坦地

東側）コンクリ−ト施行された水路

問題点
・ビオト−プがあるが、手入れされず放置状態。水路に水がない。
・西側より人通りがあり、自転車で通る人をこどもがぶつかりそうになった。
・54 号線沿いで車どおりが激しい。
・ちょうど活動していた地元ブラウンドゴルフ（土日 朝から3、4 組あり）の方は、こどもの遊
び場のえりあ検討をしている話にあまり良い反応はしなかった。

東側）手入れの入っていないビオトープ
〈感想〉現在、自遊ひろばを開催している西側一画の場所はスタジアム建設予定地となり、遊び場開催は難しいとされるため、中央
公園内 2 か所のエリアをみた。現在の場所に比べると、こどもらの遊びを喚起するような地形の変化に乏しく、スタッフや保護者
が見守りをしにくい環境ではある。道路沿いである危険性、グラウンドゴルフ団体との住み分け・共存も課題。エリア内は園路も通
っている。スタジアム建設に伴い、緑地部も整備されるかは不明なので、状況は変わるかもしれないが。基町地域エリアの一角を、
緑地化しオープンスペースとして再整備する方針も出てはいるが、当分先になりそうである。遊び場道具倉庫の確保の課題もでてく
る。

………………………………………………………………………………………………………………………………
●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
4 月からの開催日程は調整中です。
………………………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【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！
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○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！
└─────────────────────────────────────────────
【本会も道路空間活用社会実験「カミハチキテル」に協力！】
今広島都心部カミハチエリアでは都市再生緊急整備地域指定に対応する意味もありエリアマネジメントへ向けた取組が
行われている。
この取組の一環として、この度実行委員会（実行委員長：本会若狭理事長）が組織され、道路空間活用社会実験「カミハ
チキテル」が実施されている。利用者の評判は良く概ね狙い通りの利用が見受けられ、各メディアにも大きく取り上げら
れている。出店関係も充実しており、飲食カーの出店や夕方にはビールスタンドが開店する。
本会もこの取組に全面的に協力し、植栽管理やストリート・ライブ出演アーティストの紹介また出店者の紹介など、コン
テンツの協力を行っている。当初計画では 3 月 29 日で実験を終了するはずだったが、4 月 25 日位までパークレット部Ａ
エリア及びタリーズ前公開空地Ｂエリアに限り、実験の延長を目指している。（文責：石丸）
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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◇
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