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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
今年の暑さは異常ですね。８月４〜６日のイベントの連チャンで体調を崩して後の３日間は何も出来ない状態でした。皆様
もお体には十分ご注意下さい。４日はアリスガーデンで「お好み村祭り」が開催されました。これは現アリスガーデン（東
新天地広場）にあったお好み屋台が共同の建物に入って４５周年を記念するイベントをお好み村の店主さん自身が企画した
もので、レボ・リューションさんにお手伝いをお願いしました。アリスという場所に相応しいイベントだと言えますので、
今後とも是非続けて欲しいものです。５日のアリスガーデンは、若いミュージシャンたちの独自企画の「ヒロシマの歌声」
が開催され、多くの来場者がありました。心配していた音量の問題も何とかクリアして成功と言えるでしょう。若者たちの
このような動きは今後も応援したいですね。８月４日の中国新聞「明日の神話」広島誘致の全面広告からその晩の RCC「Ｅ
タウン」
、５日お昼の署名活動、その夜の水面上映会そして６日のキャンペーンと、一連の誘致活動はかなりのインパクトが
あり成功を収めたと思います。現在は各界の著名人に「サポーター」になってもらうための連絡中です。ご注目下さい。広
島修道大学からの依頼で「インターンシップ」の学生さんを３名受け入れ研修中です。明日の神話や AH!、インディケット
など手伝ってもらっています。このような交流は続けたいですね。８月もＡＨ！は暑さに負けず頑張ります。９月はお休み
ですが、代わりに修道大学が「オープンキャンパス」を開催予定。その夜は夜街文化協賛の「アートマーケット」が開催さ
れます。皆さんも是非足をお運び下さい。さぁー、今月もセトラ通信をごゆっくりご覧下さい。
（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
└────────────────────────────────────────────────────
７月８日（日）に荒神町の広島市留学生会館で、広島市の６つの姉妹友好都市のひとつカナダ「モントリオールの日」とい
うイベントが開かれました。カナダの国旗はカエデの葉のデザインです。この木は「サトウカエデ」と言い、いわゆる
「メープル」の木です。厳しい冬を乗り切って早春、新しい芽を息吹くため樹液が木の中をじわ〜っと動き始めるタイミン
グのときに樹皮に切り込みをいれ、そこから滴り落ちる樹液を採取していきます。これが甘くてやさしく美しいメープルシ
ロップです。このサトウカエデの若木が国際会議場西館の裏手に、モントリオール姉妹都市締結の記念として植えつけられ
ましたが、広島の厳しい夏場の暑さは故郷の寒冷な環境と別物なのでしょうか、２年ほど前より一気に弱り始めてしまいま
した。今、必死の手入れで、当初より半分の高さにカットされてしまいましたが、夏の若葉がわさっ〜と茂っています。
「モントリオールの日」には、会場に剪定した若葉の枝葉をたっぷり生けこみました。
平和公園にはアオギリをはじめ、市民の心がこもった樹木がいくつもあります。ゆっくり眺めてみたいものです。
（はしもとまちこ）
グリ−ンプロジェクト
■活動報告
☆７月１９日(木) ９：４０〜１１：３０ ハートフルオアシス協働活動 参加者６０名
アリスガーデン・並木通り・袋町公園 草花の手入れ、美化清掃活動
今回より並木通り商店街組合の皆さまと、
「並木通り花壇の手入れ」を協働で実施いていくことになりました。
下井理事長、梶村事務局長の挨拶があり、新しい形の協働で手入れもスムーズに進み、マリーゴールドの並木通り
が美しく保たれました。
（並木通り商店街組合さまより飲料水の寄付をいただきました。有難うございます）
なお、アリスガーデンから並木通りへ抜ける公道（沢田歯科前の道）は不法駐輪やタバコの投げ捨てなど多く、
ごみもたまりやすい構造で、美しい環境が保てません。今回初めて道路面をブラシでこすって水を流し、たまった
ヘドロ的な汚れを流し落としてみました。見違えるほどきれいになって喜びましたが、８月はじめの台風のあと、
確認に行くと「元の木阿弥」的で・・！！マタマタごみの山でした。めげずにきれいにしていこう〜か・・・！！
☆７月１４日（土）１０：００〜１２：００ 中央公民館主催 花壇づくりの基礎講習会 参加者１２名
幟町会館３Ｆ（栄橋ひろば ふれあい花壇グループ対象）
区割りの花壇を、協働で育てていくための注意点や、植物の管理や将来の「夢花壇作り」など。
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■活動予定
☆ ハートフルオアシス協働活動 （並木通り商店街組合メンバー協働参加）
アリスガーデン、並木通りなど。どれにでも自由参加ＯＫです。暑さ対策必要
【１回目】８月１６日（木）９：５０〜１１：３０／【２回目】８月２３日（木）９：５０〜１１：３０
☆ ８月２６日（日） １０：００〜１２：００ 舟入病院
種まき講習会サポート りぼんがーでんクラブ
━━* ソーシャルガーデナー倶楽部会員募集！ *━━
いっしょに、グリーンと花の街づくり！家庭園芸から社会園芸へ！
会費：１,０００円（年）

┏┓
┗■ 【２】アリスガーデンパフォーマンス広場 AH! NOW
└────────────────────────────────────────────────────

■ＡＨ！７月リポート
アリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！PRESENTS

Summer Fever

■2007 年７月２１日 （土） 12：00〜20：10 ＠中区アリスガーデン ＊天候：曇り
＊観客動員数：10,000 人 ＊出演者：34 人
■企画・制作：AH！STATION ■協力：ダブルオーバー、Ｍ２（エムエム）Café Bar
■協賛：ロマンドーロール、ステージユニオン広島、岸工業（(株)
●ステージ
▼ALICE OPEN PLAZA
13：00〜 ★「学ちゃんのラブリークッキングショー 3」
14：15〜 ★「広島⇔松山交流ライブ」
：
「Hi‑Fu」
（姉妹デュオ）
、
「Rikiko」
（ボーカル）
15：00〜 ★「Roots of Style supported by SOUND MARINA @ アリスガーデン（連携イベント）
」
サンマリ グッズお披露目イベント：サンマリファッションショー＋T シャツデザイン人気投票、
スペシャル・ライブ:★NAOTO（ヴァイオリニスト）
▼AH！PRESENTS ライブショータイム！ Summer Fever
18：30〜 ★「國本文平パフォーマンス」
（コンテンポラリー・ダンス）
19：10〜 ★「本家・熊野屋」＊涙腺刺激系ギラギラニューミュージック
●ブース：クッキングカー（カルフォルニア・ラブ）
、AH!CAFE、コカコーラ・ゼロ協賛ブース
⇒心配された雨雲も、皆の念力で去ってしまった。それにしても夏は暑い。スタッフは汗まみれ。ステージの上を覆う大型テ
ントがなかったら、観客も大変だっただろう。何せ、夏の昼間、広場でライブに耳を傾けるには、相当の決意と忍耐がいると
思うが…その割に、お客さんは多い、イベントを始まると自然と足を止めてくれる。それにしても毎回大型テントが張れるく
らいの予算が欲しいものだ。
（このイベント、費用対効果を考えると、異常なくらい「効率的」と思うのだが…独り言）
⇒今回のステージでは、連携イベントとして「サウンド・マリーナ」のプレイベントが入った。シンプルながら、さすがプロ
の持ち味を活かしたステージであった。ファッションショーは、ショップと提携し、アマチュアモデルが参加。なるほどこの
スタイルだったら、この種の企画を担ってくれる若者スタッフがいれば、比較的簡単に独自企画ができるかもしれない、参考
になった。スペシャルとしてのヴァイオリニスト・NAOTO 氏のライブ？（大半がトークで曲はわずか 2 曲だった）は、メジャ
ーらしく手慣れたものだった。もちろん NAOTO 氏目当てのファンが沢山集まっていた。
⇒うって変わって夕方からのライブショータイム。広島のアーティストたちも負けてはいない。國本文平氏のコンテンポラリ
ー・ダンスはその場の直感で即興。普段の広場と異質な雰囲気を感じ「何をやっているの？」と、通行人の足を止めさせる。
「本家・熊野屋」のライブは、ホーンセクションも加わり厚みのあるサウンドを聴かせ、観客を自然と誘引する。アンコール
もあって賑やかにエンディング。ＡＨ！のライブは、単にファンではなく、いかに不特定多数の通行客の足を止めさせるかが
勝負！最近アーティストたちもこのことが分かってきたようだ。いい汗かいた 1 日だった。
（報告：石丸良道）
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サンマリファッションショー

ラブリークッキングショー 3

スペシャル・ライブ:★NAOTO

「Rikiko」

「本家・熊野屋」

■８月のアリスガーデンパフォーマンス広場 AH!
ＡＨ！とは Alice Hiroshima‥アリスガーデンパフォーマンス広場のことです。広島の「へそ」
、アリスガーデンで、オープ
ンカフェとライブショーをやっています。今月もＡＨ！一押しの「ひろしまエンタテナー」が出演します。

ＡＨ！PRESENTS

なごり夏

2007 年８月１８日（土）＠中区アリスガーデン ＊12：00〜20：30
●ステージ

13：00〜20：10

▼ALICE OPEN PLAZA
13：00〜
C est tres simper! La cuisine Bon appetit France!
おいしい料理で幸せいっぱい！おいしいと楽しいネ！〜
「学ちゃんのラブリークッキングショー 4」
（Ｍｅｎｕ：サンマの蒲焼とレタスのチャーハン・スペイン風 平たいオムレツ・和風 豆腐サラダ
・お楽しみデザート）
14：15〜
★「広島⇔松山交流ライブ」
：｢Hi‑Fu｣（姉妹デュオ）
、
「山崎ミチヤス」
（ギター弾き語り）
16：00〜
★「東ベンチャース」＊ベンチャーズ好きが集まったオヤジバンド。懐かしのテケテケサウンド！
17：00〜
★「村山 徹」＊ブルースで決めるぜ！（オヤジロックバンド・コンテスト中国地方代表）
（毎月一押しアーティストによる）
● AH！PRESENTS ライブショータイム！ なごり夏 （一押しアーティストによる）
18：20〜
★「 Ema 」 ＊妖艶なベリーダンス
18：40〜
★「森川敏行」
＊オリジナル・ギターインストルメンタル。2007 年「冬の陣」優秀賞・GIT マスターズ決勝進出
19：10〜
★「ＭＥＢ！ＵＳ」
（メビウス） 5 人組ＰＯＰＳバンド ・今最注目サウンド！
＊熊野町出身、姉妹デュオ MEB!US。現在、パーカッション、ギター、ベースを加えた 5 人のバンドで活動。広島県内を中心
に LIVE を展開中。 07 年 3 月にファースト CD
Sprout を発表。今秋、 NEW CD をリリース予定。姉妹ならではの息の
合ったハーモニーと、高い歌唱力に定評がある。
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●ブース： 12：00〜 クッキングカー（カルフォルニア・ラブ）
、AH!CAFE、アートバザール
■企画・制作：AH！STATION ■協力：ダブルオーバー、Ｍ２（エムエム）Café Bar
■協賛：ロマンドーロール、ステージユニオン広島、岸工業（(株)

● 今月の 月刊 広島文化フリーペーパー「アー」
広島都心アリスガーデンで開催されるイベント AH!の情報と広島文化シーン最新コア情報とコラムを掲載しています。
A３四つ折り、簡易印刷手作り仕様！４000 部発行で、CD ショップや本屋さんなどに置いてもらってます！

● 今月のコンテンツ 「マンガ特集」
● アリスガーデンパフォーマンス広場ＡＨ！情報 ・原摩利彦「 L ecoulement du temps」
● 山田哲平「メリーゴーランド」…連載小説 ・kotaro「今月の 1 枚」 ・須崎雄 「アートの肖像」
・丸橋：狸のドンゴロリン漫画 ・黒丸「河川敷小党」…楽しい漫画
・片山あやか：４コマ漫画
・上坂涼子：４コマ漫画
・末田晴：
「Un 小噺」
● 情報募集
フリーペーパーアーでは街角のおもしろい情報を募集しています。イベント情報、喫茶店情報、自己アピール等なんでも
かまいません。皆さまのお便りお待ちしております。
②配布設置場所募集
フリーペーパーを置いてくださるお店を募集しています！（50 枚から）
、口コミで評判
③広告募集
フリーペーパーアーでは広告を募集しています。
7000 円(3 ヶ月間・95×30ｍｍ)＊クーポン券もつけることができます。

お申し込みは！NPO 法人セトラひろしま内

「アー編集部」宛

ＴＥＬ082―545―7611 ＦＡＸ082―545―7612 e‑mail:npo@cetra.jp

┏┓
┗■ 【３】
「インディケットひろしま」だより
└──────────────────────────────────────────────────

ＩＮＤＩＫＥＴ ＨＩＲＯＳＩＭＡ ２００７
今秋都心回遊型イベントとして開催決定！
（＊ INDIKET とは、 Indies と Market を合せた新しい造語です。
）
自主制作作品のフリーマーケットとプロモーション・ライブが合体！インディーズアーティストの祭典
【マーケット】
11 月 23 日（金・祝日）
・24 日（土）.25 日（日） ＠アリスガーデン
【プロモーション・ライブ】
《予選》 11 月 23 日（金・祝日）
・24 日（土） ＠ライブ「楽座」
、アリスガーデン
《本選》 11 月 25 日（日） ＠広島クラブクアトロ

オリジナリティー溢れる参加者大募集！！！あなたも今すぐ広島インディーズの祭典へ参加しよう！

☆応募条件
当日会場にて、自作作品の販売やプロモーションができる人。ジャンルを問わない！⇒音楽／ダンス／パフォーマンス／芝
居／アート／クラフト／映像／アニメ／写真／詩／T シャツなどなど ＊ライブハウス、レーベル、ダンススタジオ、劇団、
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ギャラリー、デザインスタジオ、アート教室、インディーズブランド等の出店も可
☆５つの部門があります
●音楽系 ●ダンス・パフォーマンス系 ●映像系 ●アート系

☆参加したらこんな特典が！豪華賞品をＧＥＴ！
協賛団体・企業などにより音楽系、ダンス・パフォーマンス系、映像系、アート系、各部門の賞を GET！
●INDIKET ポータルサイト上に出店！PR やプロモーションができます。
●インディケット コンピレーション・アルバムにエントリー！
●市内有名ライブハウスでライブができる！
●市内有名ギャラリーで展覧会ができる！
●広島市中央部商店街加盟協賛店からお食事券等、豪華賞品をゲット！
●その他、出店者のプロモーションを支援する賞を準備しています。

☆参加システム
A 音楽系エントリー ＜ブース出店＋プロモーション・ライブ＞参加
●ブース出店
11 月 23 日（金）
・24 日（土）
・25 日（日）＠ アリスガーデン
＊原則３日間、ただし、１日または２日の出店も可能
◎ブーススペース：テント内長テーブル半分のスペース（0．9ｍ×0．6ｍ）
＊視聴コーナーあり
●プロモーション・ライブ
◎プロモーション・ライブは、予選と本選があります！
（ライヴ、ＣＤ、DVD のプレイバック、セールストーク、朗読等ＭＣによるプロモーションＯＫ！）
◎予選 11 月 23 日（金・祝日）
・24 日（土）＠ライブ・楽座
＊人気投票実施
持ち時間：10 分
◎本選 11 月 25 日（日） ＠ 広島クラブクアトロ 14:00〜19:00
人気投票及びプロデューサー推薦の予選通過者のみの出演です。 持ち時間：30 分
●参加料：ライブ（共通）入場パス（￥1,000）・10 枚分のノルマ負担 「￥10,000」
＊ただし出店者は、２人〜５人まで、それ以上はお 1 人につき￥1,000 いただきます。なお、ライブ中の店番としてお 1 人
以上つけてください。
（もちろんチケットを販売して回収できます。
）
＊県外・遠方のアーティストに！遠来者特典があります。
【遠来者特典】参加料：ライブ（共通）入場パス（￥1,000）
・5
枚分のノルマ負担 「￥5,000」

B ダンス・パフォーマンス系エントリー＜プロモーション・ステージ＞参加
ダンス・パフォーマンス・詩の朗読 等＊希望者にはブース出店も可能
●プロモーション・ステージ
＊プロモーション・ライブは、予選と本選があります！
◎予選 11 月 23 日（金・祝日）
・24 日（土） ＠ アリスガーデン ＊人気投票実施 持ち時間：5 分
◎本選 11 月 25 日（日） ＠広島クラブクアトロ 13:00〜13:30
人気投票及びプロデューサー推薦予選通過者のみの出演です。 持ち時間：5 分
●参加料：「￥2,500」ただしブース出店も希望される方は＋￥2,500 （予選通過者はクアトロ参加費＋￥5,000）

C 映像系エントリー＜プロモーション・視聴＞参加
映像・映画・アニメ等 ＊希望者にはブース出店も可能
●視聴プレゼンテーション
11 月 23 日（金）
、24 日（土）の夜 ＠アリスガーデン特設テント・映像視聴コーナーにて
持ち時間：15 分以内
●参加料：「￥2,500」ただしブース出店も希望される方は＋￥2,500

D アート系エントリー＜ブース出店＞参加
ブース出店のみの参加です。アート・ビジュアル系コンテンツのアーティスト大歓迎！似顔絵・イラスト・書道・クラフト・
オリジナルアクセサリー・オリジナル T シャツ等、アート作品なんでも！
11 月 23 日（金）
・24 日（土）
・25 日（日）＠中区アリスガーデン
＊原則３日間、ただし、１日または２日の出店も可能
◎ブーススペース：１ブース：1ｍ×2ｍ（広場床面）
＊テーブル・椅子は原則持ち込み。ディスプレーは各自で工夫していただきます。
●参加料：１ブースあたり「￥2,500」
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■フィナーレ（各賞発表）
11 月 25 日（日） ２０:００〜
＠アリスガーデンにて
＊音楽系、ダンス・パフォーマンス系、映像系、アート系それぞれの部門に対して各賞の発表
昨年の開催状況、また詳しい情報は‥
INDIKET HIROSHIMA 公式サイト http://www.indiket.net
お問い合わせ／お申し込み：アートひろしま制作委員会 事務局
〒730‑0037 広島市中区中町 1‑27 久保広ハイツ 701（ＮＰＯ法人セトラひろしま内）
tel:082‑545‑7611 fax:082‑545‑7612 e‑mail:npo@cetra.jp
┏┓
┗■ 【４】岡本太郎「明日の神話」広島誘致市民活動
TARO s Port Hiroshima NOW
└───────────────────────────────────────────────
セトラひろしまも強力推進している岡本太郎作『明日の神話』広島誘致市民活動の報告です。

■活動報告
●B３ポスターが、アストラムライン、広島電鉄電車に掲示され、注目を集めています！
●７月２８日（土） 広島芸術学会・シンポジウム「芸術と場所性」 ＠県立美術館 BF
「
『明日の神話』はなぜ広島なのか？」の議論が沸騰しました。
●「グラウンドゼロ ０７ヒロシマ」実行委員会 旧日本銀行広島支店にて PR＆署名ブース
８月１日（水）〜８月６日（月）＠旧日本銀行広島支店
●８月４日（土） 中国新聞朝刊になんとサプライズ・意見広告！
広島鯉城ライオンズさんの「明日の神話」広島誘致の意見広告が全面で出ました。その中には秋葉市長のコメントもあ
り、もう後には引けない！またこの広告のおかげで毎日、入会の問い合わせが殺到しています！
●８月４日（土）
・RCC の番組「E タウン」で「明日の神話」特集
岡本太郎「明日の神話」広島誘致会の直近の活動が詳しく紹介されました。しっかりと熱っぽくメッセージを伝えてく
ださった RCC スタッフの皆様に感謝！
● ８月５日（日）〜６日（月） 署名大キャンペーン
＠本通アンデルセン近く、
「てんぐ」近く
多くの人通りでにぎわう中 署名活動には２日間で延べ５０名ほどのボランテア協力参加がありました。
皆さん暑い中ホントウにご苦労様で、アリガトウございました。
当日直接署名いただいた分と、この日に合わせて持参分を合計し、１９１７名の署名が集まりました。
そして、８月６日現在、誘致会には３０、７８１名の皆さまの署名が集まり、とうとう３万名を突破しました。

● ８月５日（日） 岡本太郎「明日の神話」
・元安川水面上映会 （＊主催：イマジンプロジェクト）
２０：００〜２２：００＠原爆ドーム前元安川川面
急遽 P ステーション、ラジ★P のパーソナリティー・大江貴世子さんが誘致会メンバーを代表してスピーチしてくださ
り、人々に感動のメッセージを与えました。原爆ドームと「明日の神話」が風景の中で一体化した幻想的な情景が、中
国新聞はもちろん、朝日新聞、サンケイ新聞の全国版、マスコミ各局により報道されました。
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●８月６日（月） 「とうろう流し」に併せ、
「明日の神話」広島誘致 PR ブース展開 ＠原爆ドーム対岸

■今後の活動予定
●特別展「１９７０年大阪万博の軌跡」
岡本太郎「明日の神話」広島誘致会 〜PR＆署名ブース
７月２７日（金）〜８月１５日（水） 10：00〜18：00（入場は 17：30 まで）
＠NTT クレドホール（基町クレド・パセーラ 11F）
●ただ今、国内外の著名人の支援を仰ぐべく、サポーター呼びかけキャンペーンを実施しています。
＊サポーターの皆様（8 月 15 日現在）
：MAYA MAXX（画家）
、赤穴宏（画家・新制作協会会員）
、赤瀬川原平（作家）
伊東豊雄（建築家）
、田沼武能（写真家）
●東京広島県人会の皆様と連携して何かが起こりそうです！
FM ラジオ、P ステーション、ラジ★P、毎週金曜日 PM６：３０台に「明日の神話」のコーナー放送中！パーソナリティーは、
大江貴世子さんです。

《会員を募集しています。》
＊私たちの活動に参加しませんか？
法人会員
１口 １，０００円
１０口以上
団体会員
１口 １，０００円
２口以上
個人会員
１口 １，０００円
１口以上
○岡本太郎「明日の神話」広島誘致会 会員数（2007 年 6 月 10 日 現在）
・個人会員数
212 名 ・法人会員
6 法人
・メール会員数
123 名
・携帯メール会員数
20 名
■入会について
入会申込書（活動パンフレットに添付）に必要事項を記入の上、岡本太郎「明日の神話」広島誘致会事務局までＦＡＸあ
るいは郵送にてお送りください。
◎お問合せ：岡本太郎「明日の神話」広島誘致会事務局（NPO 法人セトラひろしま内）

fax 082‑545‑7612 e‑mail taro@cetra.jp
詳しくは：http://www.taros‑port.jp/
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┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└─────────────────────────────────────────────────────
袋町公園の美化活動が今日（９日）で９０回になりました。記念すべき１００回は１０月または１１月の始め頃になります
ね。これからしばらく酷暑の中、しんどい活動になります。目下、心配なのが花壇の水遣りです。並木通りロータリー花壇
は近所の澤田先生がいつも見守ってくれているので安心だけど、袋町公園の花壇は面倒見てくれる人が居ないので花たちに
とって過酷な季節です。こう暑いと１週間に最低２〜３回は水遣りが必要です。一人で対応するのも少々疲れ気味です。だ
れか１回だけ対応してもらえると助かるのですが、どなたか近くの方でいませんかね。
■活動報告（７月）
● 袋町公園美化・定期活動➡➡今月の美化活動は計３回 花壇の手入れやゴミの収集を行いました。
● 並木通りサークル花壇➡➡➡マリーゴールドの花柄摘みをおこないました。
■活動予定（８月）
● 袋町公園美化活動（公園の清掃と除草、花壇の手入れなど） 活動時間１０：００〜１１：００
★日時＆場所：毎週木曜日（２日、９日、２３日、３０日） １０時 袋町公園集合

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■大変長らくお待たせしております！セトラのホームページは現在改築中です。
━━* 会員のみなさまへ！*━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆現在の会員数： 正会員 ２９人 協力会員 ４５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
〒730‑0037 広島市中区中町 1‑27 久保広ハイツ 7F
e‐mail： npo@cetra.jp
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.cetra.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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