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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 

お盆も過ぎて少し暑さも和らいだような気がします。と言っても我が家では３３℃を下回ることはありませんが．．． 

「明日の神話・広島誘致」でもお世話になったアーバン・コーポレーションさんが民事再生を申請されました。誘致活動に

おいてはご支援頂いただけに残念です。また広大跡地開発など、広島の街づくりにも影響が考えられますので一日でも早い

再建をお祈りしております。 

中国新聞にも掲載されたように、アリスガーデンにて「壁面緑化」の実験を行っています。橋本理事を中心に広島市や中振

連をはじめ多くの方々のご支援で、やっと開始にこぎ着けました。これが成功しましたら何とか継続したいと考えています。 

そのアリスガーデンでは２３日に、アニメーション・ビエンナーレとのコラボで「アニメナイト」を開催します。今回はア

ニメに即興で音楽を付ける試みをします。是非お越し下さい。 

８月２日に開催された「京橋川通り・夏の映画祭り」は、同時開催の「水辺の写真展」と共に大成功！ レクチャーがちょ

っと間延びした感はありましたが、護岸上のスクリーンに映し出された映像は、周囲の風景や音に溶け込んでとても良い雰

囲気でした。このロケーションはまた使えそうです。 

そして今年も「インディケット」の季節が近づいてきました。今年は放送局さんとのコラボが加速しそうです。すでに出演

者の募集を開始しています。お知り合いの方にも声を掛けて下さい。 

それでは今月も情報満載の「セトラ通信」をご覧下さい。        （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 

 └──────────────────────────────────────────────────── 

アリスガーデンは、おもちゃ箱をひっくり返したような・・・・をイメージして作られた、童話「不思議の国のアリス」の

＜アリスガーデン＞です。トランプのひらったい兵隊さんたちや、「忙しい、いそがしい」と鼻眼鏡のウサギさんが鏡を出入

りしたりします。女の子アリスは、「まあ大変！」といつも手を開いてびっくりしています。こんなイメージを持っていたの

で、最近、図書館でこの童話を紐解いて読んでみたところ、なんと！意味不明の童話でした。時の流れや空間の流れが交差

していて、ミヒャエル エンデの世界と同じようです。かた～い頭では追いついていかない感じです。 

今、このアリスガーデンに、もう少し緑を増やしてみようと、緑化実験プログラムを進めています。酷暑の夏にはヒートア

イランドと化してしまう、広島中心街のかわいらしい広場です。  

女の子アリスのフィギアでもあったら、もっとやさしい雰囲気の広場になるのかな・・・・！！？  

 （報告：はしもとまちこ）                                
  

グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

○＜アリスガーデン緑化プログラム＞活動 
  ６月３０日(月)  オーシャンブルーネット張りの試作作業 
  ７月３１日(木)  トランプ３枚オーシャンブルー誘引のネット張り その他作業  
  ７月１６日(水)  タブノキ２本 剪定作業 
  ８月２３日(土)  子育てイベントｉｎアリス 開催 

緑化イメージアンケートなど実施・グリーンブースなど展開 
○定期活動 
  毎月第３木曜 アリスガーデンの花、植物の手入れ 
  ９:５０集合～１１:３０ 
  自由ボランテア参加です。 ご参加お待ちいたします。 
  ７月１７日は「作業所わくわく」さん２名、中電企業ボランテアの参加がありました。有難うございます。 

セ ト ラ 通 信 
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  並木商店街振興組合さまから飲み物の提供がありました。いつも有難うございます。 
○中区花の講習会サポート ８月２８日(木) ９:３０～１１:３０ 中区役所 
○胡通り  不法駐輪よけ 大型コンテナ１０基のメンテナンス 適時実施 

 
■活動予定 

  ☆定例活動：毎月第３木曜日 集合９：４５～１１：３０ 
        アリスガーデン 花の景観づくり & 美化活動 
        どなたでもボランテア自由参加です。当日アリスガーデンに集合ください。(個人準備；帽子、タオル、

飲料水、あればスコップ、軍手など） 
        ★少雨・実施しています。 
   
ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 

 例年より早い梅雨明けで、もう夏の花が、悲鳴をあげています！ 

  あと２ヶ月、朝夕の水遣り、切り戻し、枝透かしをして、頑張ってもらいましょう。 

 ■活動報告 

   ☆７月８日(水) １０:００～１２:００ 定例活動 

     参加：会員１６名・一般２名（会員の友達） 

     ◎７月の活動は、花壇向きの植物、植栽の勉強をしに広島植物公園に出かけました。 

     ○技師 土井 環さんによる 「花壇の植栽計画」の話 

        植物園の花壇を廻りながら、広島の夏に強い植物など 

        詳しく丁寧に説明を受け、何時行っても綺麗に植物の育っている 

        広い花壇を、維持することの難しさを感じました。 

     ○ガイドボランティアの橋谷さんの案内で温室の見学 

        バナナ、マンゴー、コーヒーノキ、カカオ、スターフルーツ・・・・などおなじみの植物、 

        南国の綺麗な花の咲く珍しい植物を、エピソードを交えながらの詳しい説明に感動しました。 

        珍しい花も多かったのですが、食べられるものしか覚えていない悲しさ！！   

     ○ログハウスにて昼食・談笑 

    ☆７月３０日(水) １０:００～１２:００   

     参加：会員１２名 

     ◎臨時活動  

      ○平和大通りのサークル花壇（グリーンパートナー事業）のベゴニアの切り戻し、手入れ 

       会員の方の水遣り、草取りのおかげで、ベゴニアがしっかりしていたが、 

       まだまだ咲き続けてもらわないといけないので、半分くらいまで切り戻しをした。            

      ○プラザ前の焦鉢・ニチニチ草、ハンギング・インパチェンス、大型コンテナ・ベゴニア”ドラゴン ウイング” 

       手入れ、インパチェンス、ベゴニアドラゴンウイングの切り戻し 

      ○ミーティング   新年度の代表案 ９月１７日総会で 承認。 

   

■活動予定 

    ☆８月はお盆休みと重なるため 定例活動 休み 

    ☆９月３日（水） １０:００～ １２:００ 定例活動 

    ◎”パンジー”種まき  

      場所：交流プラザ ３Ｆ会議室 

      袋町小学生と植える焦げ鉢用と 会員自宅用のパンジー種まきします。 

                                                                                                                                         

━━* 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!とは「Alice Hiroshima!」の略で、アリスガーデンパフォーマンス広場として活動しています。 

広島の「へそ」アリスガーデンで音楽ライブ、ライブペインティングなどのパフォーマンスを提供し、賑わいの創出を目

指します。また、お子様連れのご家族が休憩できる「親子休憩所」や「子どもの遊び場」も展開し、都心の憩いの場づくり

も目指します。 
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AH!７月のレポート  “SPLASH SUMMER ALICE”  平成20年7月20日（日）11:00～20:00 

 

本当に暑い一日でした。 

特に昼間は直射日光とその照り返しが強いアリスガーデンでは、お客様・出演者ともに厳しいものだったのではないでしょ

うか。それでも元気に終わることができました、SPLASH SUMMER ALICE！その様子を振り返ります。 

 

今回は新たにハンドメイド作家さんのグループによるハンドメイドコーナーがオープン！そして青山キャピタルさんによ

る子育て支援コーナーも。開始前から並ぶお客さんもいらっしゃり、大盛況でした！ 

こどもコーナーは、夏ということもありビニールプールが用意されました。手作りのおもちゃで楽しそうに水遊びをする 

ちびっこがかわいい！ 

  

前日に行われたblue lab.のイベント「0（ゼロ）」で制作された作品の展示。個性豊かな作品たちですね。 

アーティストの皆さん、二日間連続でお疲れ様でした。 

パフォーマーのKURAUさんのパントマイムも。手前は路上手紙人のくまさん。 

  

お昼からはライブステージです。まずは二名のアーティストによるライブペインティング。臨場感溢れるステージでした。

何が起こるか分からないところが楽しいのです。そして広島・松山交流ライブで Hi-Fu さん。双子ならではの息のあった  

ハーモニー。 

  

takahiroさんのステージでは独特の世界観が繰り広げられました。続いては、学ちゃんのクッキングトークショー、知って

いるようで意外と間違って覚えているテーブルマナー。勉強になりました！ 
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ここからは「島を渡るは紅い鯉」のプレイベントとして 4 組のアコースティックミュージシャンによるステージでした。  

チーム☆丸本さん－結成して二週間とは思えぬ団結力。フレッシュです！吉尾和樹さん－味のあるぬくもりボイス！ 

  

Stunding rum tasteさん－しっとり歌い上げる実力派！ 蒼き狼さん－MCも秀逸。これぞ広島のハーモニー！ 

  

最後は全員で 

 

 

7/19(土)には、blue lab.（ブルーラボ）のアートイベント「０」が開催されました。この日は総勢21名の個性溢れる若手
アーティストが参加し、多様なアート作品を約八時間かけ完成させました。 
作品が完成に至るまでの行程も見ることができ、アートを身近に感じられるイベントだったのではないでしょうか。 
この日は突然の雨に見舞われ、ついてませんでしたが、アーティストからは「むしろ、雨が降って良かった」という感想が
ありました。確かに、あの雨で涼しくなりましたからね。ただ、作品が濡れてしまったのが残念でした。 
 

その翌日の7/20(日)のAH!は・・・。 

とにかく暑い！アリスガーデン特有の照り返しがきついのなんの。タイル貼りだから仕方ないのですが、どうにかならない

ものでしょうかね。 
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次は、8/23(土)です！ますます暑くなりますよね。どうしよう・・・。 

暑い中足を止めてくださったお客様、本当にありがとうございました！ 

（以上報告は、セトラスタッフ・梶田さんと舟津君でした。） 

 

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

■ 次回のAH! ８月23日開催 

AH! PRESENTS “ＡＬＩＣＥ ＯＡＳＩＳ” 

 
日時：平成20年8月23日（土）11:00～21:00 

場所：中区アリスガーデン 

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   企画・制作：AH！STATION 

協力：Ｍ２（エムエム）Café Bar  協賛：ステージユニオン広島 

内容：ライブステージ・AH!CAFE・親子休憩所・子どもの遊び場・緑のコーナー・アートブース 

 

●ステージ（予定） 

14:45～15:15 ｔａｋａｈｉｒｏ 

15:30～16:00 クッキングトークショー by宮崎学（M2cafe bar オーナー） 

16:10～16:40 happy place 

広島を中心に活動するシンガーソングライター。1983年、山口県生まれ。幼少の頃から音楽に親しみ、中学

からギターを持ち、2002年頃から作詞・作曲・編曲を始める。現役保育士＋シンガーソングライターを活か

して子どもたちに送る応援歌として「Fly!」を製作。 

16:50～17:20 難波里恵 

バンド｢saw｣を結成し、ボーカルとピアノを担当。2008年 4月からソロ活動を開始する。岡山・広島を中心

にライブ活動を行っている。 

18:00～18:30 エル･コンボ･デ･ラ･パス 

メキシコから来た作曲家兼ピアニストのアルバル、ペルー人ボーカルのチョージ、ブラジル人パーカッショ

ニストのマルセロを中心に活動する総勢 11 名のサルサ＆ラテンバンド。幅広い年齢層と多彩な国籍のファ

ンを持つ、今広島でもっとも注目のバンドである。 

 

19:15～21:00 アリスG（が）DEアニメナイト 

アリスＧ(が)でアニメナイトとは、アニメーションを活かした都市おこしとして、子どもから大人までのア

マチュアのアニメーション作品を街中で公開し、広島文化として盛り上げようとする企画です。 

19:15   アニメナイトオープニング ＊おこさまランチ（コスプレユニット） 

19:30   アニメーション作品と音楽とのセッション ＊寺内大輔（即興演奏） 

＊寺内大輔（作曲家，即興演奏家） 

音楽は室内楽，パフォーマンス作品，即興演奏など多岐に渡る。2004年渡欧、アムステルダムを

拠点とした音楽活動を展開。2007年帰国。http://dterauchi.com 

20:00   アニメーション作品紹介 

 

●ブース・コーナー展開（予定） 

アリスガーデン・夏こそグリーン！オアシス計画 

トランプ・オブジェを緑のネットで覆ったり緑のフェンスやコンテナで、目にも涼しい緑に囲まれた憩いのスペースを

提供します。また子育て支援サービスも行いますので、お子様連れのお客様にもイベントを楽しんでいただけます。  

（平成２０年度広島市商店街活性化プラン支援事業の一環として実施） 
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《アリスガーデン緑化研究プロジェクトによる壁面緑化実験》 

□ 子育て支援サービス 

おっぱい おむつ コーナー（授乳室）11:00～15:00 

遊んで行きんちゃいコーナー(遊び場)11:00～15:00 

打ち水体験 

＊子どもコーナーは無料♪ぜひご利用下さい。 

 

●ＡＨ！ガーデニング・カフェ 

●ＡＨ！ガーデニング・ブース 

●緑のブース（インブレイス） 

●水のブース（みすわ） 

●土のブース（友鉄ランド） 

協 力（予定） 

・市民のひろば「アリスガーデン」緑化研究プロジェクト 

(広島環境サポーターネットワーク、中島小学校ＰＴＡ、(株)友鉄ランド、みすわ(株)、１級建築事務所インブレ 

イス、エムケイ興産、ＮＰＯ法人セトラひろしま） 

・子育て支援グループ：子育ておたがいさま～ズ他 

＊その他アートブース（アート作品の販売等）  

 

ＡＨ！の最新情報は、ＡＨ！公式ブログ・「AH!情報局」をご覧ください！ 

http://ahinfo.blog39.fc2.com/ 

┏┓ 

┗■ 【３】広島インディーズの祭典「インディケット‘０８」 参加者募集！ 

 └─────────────────────────────────────────────── 

 
年齢・国籍・ビジュアルアート・音楽・ダンス等、ジャンルを問わずアーティストが雑居的に会し、自主制作作品のフリー

マーケットとプロモーション・ライブを行なう業界注目のインディーズの祭典です。 

広島のインディーズ・カルチャーの今を知るには必見のイベント！ 

 

日時：2008年10月11日（土）、12日（日） 2日開催 １２：００～２０：００ 

会場：アリスガーデン 

主催：アートひろしま制作委員会（＊メンバー構成参照） 
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EVEVT CONTENTS 

●フリーマーケット：自主制作作品（CD、DVD、アート作品、グッズ等） 

●プロモーション・ライブステージ  

●インフォメーション＆商談コーナー 

●協賛企業出店ブース 

●インディケットカフェ他 

出演者大募集！！ 

☆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。 

 ジャンルは問いません⇒音楽／ダンス／パフォーマンス／芝居／アート／クラフト／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、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 

  ☆エントリーは３つの部門があります 

   ●音楽系 ●ダンス・パフォーマンス系 ●アート系 

詳しくは専用サイト→  http://www.indiket.net/ 

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

INDIKET HIROSHIMA 2007 Compilation Album 

業界注目の「インディケット」‥待望のコンピレーションアルバム遂に発売！  

広島市を中心とするHOTなインディーズ・カルチャーの今を知るには必聴のアルバム。 

このアルバムは、INDIKET'07参加の音楽系アーティスト中から、選りすぐりのアーティストによるオリジナル曲、

8曲をパッケージ。 あなたは、この中に「金の卵」を見つけるかも知れない！  

 

収録曲一覧  

1. WINTER SONG / Ryo (6'40") 

2. 真夜中の森 / 橘髙 優士 (3'03") 

3. 雪明かり / 数田 祐一 (5'59") 

4. きずな / うずら (5'05") 

5. 空色 / 佐藤 謙二 (6'05") 

6. Shine dream / Standing rum taste (5'04") 

7. スローモーション / ネムカカ (5'10") 

8. ブルースで始まる恋 / 前 祐司 (5'17")  
定価 ¥1,500 
ご購入希望の方はインディケット事務局へ！ →info@indiket.net  

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】水辺の魅力づくり活動‥「京橋川通り・夏の映画祭り」大盛況の内に終わる！ 

 └─────────────────────────────────────────────── 

「京橋川通り・夏の映画祭り」レポート 

◎「京橋川通り・夏の映画祭り」実施データ 

日時：平成２０年８月２日（土）17：00～22：00   

観客：1,000人 

場所：京橋水辺のオープンカフェあたり、明神さん川通り（京橋川西河岸緑地）   

イベント内容： 

17:00  世界の映画音楽コンサート・ライブ ＊徳武正和（クラシックギター） ＊石丸良道（フルート） 

18:00 『ヒロシマ・モナムール』講演とドキュメンタリー上映 

    ☆講師／佐々木成明（映像作家・多摩美術大学准教授） 

*『「HIROSHIMA 1958 エマニュエル・リヴァの広島展」水辺の写真展』主催企画 
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19:30 『きみはヒロシマで何も見なかった----第一章----』上映  監督／立案：諏訪敦彦 

20:00  地元歴史夜話：原民喜を語る！  

     ゲスト：原 時彦（広島花幻忌の会・原民喜の甥）、片山典子（原民喜文学研究家） 

21:00 『私家版 ヒロシマ、メーロス』上映  構成／監督 宮岡秀行 

22:00 終了 

主催：NPO法人セトラひろしま 

連携：橋本町中町内会、水辺のオープンカフェ"京橋R-WIN" 

   「HIROSHIMA 1958 エマニュエル・リヴァの広島展」サポーター会議 

協力：水の都ひろしま推進協議会、幟町連合町内会 

SPECIAL THANKS:スタジオ・マラパルテ （広島市平成２０年度水辺の市民活動促進助成事業） 

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

屋外の上映の雰囲気は良い。電車の音や車の音、川の満ち引きの呼吸や、風の通り。 

広島の街は、ほんと川といっしょに呼吸していると思いました。 

 

  

映画に写っている風景と現実の風景も、対位法のようにリンクしていたり！ 

  

原民樹を語る原時彦さん。いつもは寡黙という原時彦さんの語りは熱が入って、圧巻ともいえる濃密な時間でした。 

 

お客さんは、この種のシリアスな企画にしては大盛況！用意した８０席は満杯、後ろの方にも立ち見がいっぱい。 

映画好きのコアな人たちと、近所の人達と半々というところ。町内会の焼きそば屋台も頑張ったし、全体にオープンで気持

ちの良い祭りでした。最後にご協力いただいた方、観客の方々に感謝します！ 
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┏┓ 

┗■ 【５】「HIROSHIMA 1958エマニュエル・リヴァの広島展」 NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
岡本太郎「明日の神話」広島誘致会に続いて、セトラひろしまが事務局を担当することになりました。 

 

「HIROSHIMA 1958 エマニュエル・リヴァの広島展」（下記）を、市民の力で開催しようといよいよ活動が始まりました。 

「HIROSHIMA 1958 エマニュエル・リヴァの広島展」概要 

 

会期：2008年11月25日（火）～12月7日（日）（予定） 

会場：広島県立美術館地下講堂（予定）・ギャラリーG、クリックファーム 

展示資料：写真約150点、監督アラン・レネによる滞在記録、 

     小説家マルグリット・デュラスとの書簡、カメラ、着物など 

上映会：シネツインにて11月29日（土）～12月12日（金） 

シンポジウム：女優エマニュエル・リヴァと港千尋の対談（予定） 

 

先日7月12日、広島市まちづくり市民交流プラザで行われた「サポーター会議説明会」では、この写真展を通して 

「これから展覧会まで、写真のこと、昔の広島のこと、映画のこと、様々なストーリーをみんなで紡いでいこう」というこ

とになりました。昔の広島を舞台に写ったマイ・フォト…「私の５０年前」展という企画も生まれそうです。 

また舟入公民館と協働で、リヴァさんが江波で撮った「子どもたち」は「だれだ？」プロジェクトなど楽しい企画が生まれ

そうです。 

 

■プレ・イベントについて 

●「HIROSHIMA 1958-プレリュード」 

日時：2008年7月12日（土）～9月7日（日） 

場所：ひろしま美術館展覧会入口にて 

内容：「日仏交流150周年記念とひろしま美術館開館30周年記念パリの100 

   年展」のプログラムとして、告知展示を行う。 

問合：財団法人ひろしま美術館 

→始まっています。大好評です！！！ 

 

●「HIROSHIMA 1958エマニュエル・リヴァの広島」水辺の写真展 

日時：2008年8月2日（土）10:00～22:00 

場所：市内中心部の水辺約４ヶ所、京橋川西岸緑地 

内容：昼間、水辺に写真パネルを分散展示し雁木タクシーによって鑑賞しました。夕方には会場を京橋川西岸緑地に移し、

佐々木成明氏（映像作家）のレクチャーと港千尋氏（映像作家）監修によるドキュメンタリーを上映しました。この様子は

新聞やＴＶでも報道され注目を集めました！ 

 

「HIROSHIMA 1958エマニュエル・リヴァの広島」水辺の写真展・レポート 

 

  
原爆ドーム対岸平和公園親水テラスでの展示    雁木タクシーで巡る 
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基町ポップラ河岸        中島小学校裏河岸 

  

 

佐々木成明氏（映像作家）のレクチャーと水辺の写真展示・夜の部（京橋川通り） 

 

以下、今後の活動予定です。 

●「2008 エマニュエル・リヴァの歩いた道を辿る」ワークショップ（予定） 

日時：9、10月の第４土曜日予定 

内容：エマニュエル・リヴァの足跡を、写真を撮りながら辿ります。 

 

詳しくはHIROSHIMA 1958 エマニュエル・リヴァ広島展ブログを！ 

内容は随時、増幅・増殖していきますのでよろしくお願いいたします。 

「HIROSHIMA 1958 エマニュエル・リヴァの広島展」ブログ→http://hiroshima1958.blog116.fc2.com/ 
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┏┓ 

┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 

毎日、猛暑が続き、人も草木もバテ気味ですが、美化活動のメンバーはめげずに頑張っています。袋町公園の“日々草”、並

木通りロータリー花壇の“ジニア”も必死に暑さに耐えて花を咲かせています。 例年のことながら、この時期の花壇の維持

には灌水が一番の課題です。２日に一度は水やりしないと弱ってしまうので気が抜けません。 週に１度でもサポートしてく

れる人が現れると助かるのですが・・・。                                 （本山） 

■活動報告（７月） 

● 袋町公園美化・定期活動➡➡今月の活動は計５回 花壇の手入れやゴミの収集、花の植え込みを行いました。 

● 並木通りサークル花壇➡➡➡雑草とりを１回行いました。 

■活動予定（７・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 １０時    袋町公園集合 

      ８月→→ ７日、２１日、２８日 （＊１４日は休みです） 

 ９月→→ ４日、１１日、１８日、２５日     

 

 

┏┓ 

┗■ 【７】カルチャースクール「えとせとら」 

 └─────────────────────────────────────────────── 
セトラひろしま提供のカルチャースクールの講座！先月からスタートしました。まだまだ生徒募集をしています！  
 

ＮＰＯ法人セトラひろしまの街なか「子育て支援」カルチャースクール 

子どものための伝統文化教室 

只今・生徒募集！ 
 

場所：広島市中区中町1-27 久保広ハイツ501号 

日時：平成20年7月より 毎月第３土曜日 １３：００～１６：００ 

基本的に毎回「生け花」と「お琴」を、前期（6回）、後期（6回）のシリーズで学びます。 

加えて他の伝統文化体験スペシャル講座も開講します。 

＊スペシャル講座（予定）：陶芸講座（夏）（済み）、お茶会（春・お茶と音楽体験、着物の話etc.）など 

＊発表会など 

講師 

【生け花】  竹澤 和（草月流師範会理事・いけばなインターナショナル会員） 

【お琴】     榊記彌栄（沢井箏曲院教授）  

◆初回体験受講料：1,500円＋お花代実費◆  

◆基本受講料：毎回3,000円＋お花代実費◆ 

◆募集対象：小学生・中学生（定員10名）◆ 楽器などは用意しておりますのでお気軽に！ 
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ホームページ・リニューアルなる！ 
http://www.cetra.jp/npo/ 

また！併せてＡＨ！公式ブログも！ 
http://ahinfo.blog39.fc2.com/ 

是非訪ねてみてください！！ 

 

━━* 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◇ 


