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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
寒くなりましたね。インフルエンザ流行の兆しがあるそうです。鍋でも食べて暖まりましょう！私のイチオシはカレー鍋。
さて、今日は１日、来広されたエマニュエル・リヴァさんに同行してカメラマンしておりました。８０歳を過ぎておられて
お体が心配でしたが非常に精力的にスケジュールをこなされています。そしてさすがに女優さんです。オーラがあります！
ヒロシマ・モナムールの撮影場所でもあった現在の国際会議場（当時は新広島ホテル）のテラスでは見事なポーズを取って
下さいました。その姿は撮影当時を思い出しているかのよう。感激しました。それにしても凄い取材陣でした。そして写真
集「HIROSHIMA1958」はセトラにて販売中です！是非ともお買い求め下さい！これは広島人のマストアイテムです！
思い起こせば港先生に写真を紹介していただき、リヴァさんが来広することになるなんて、まるで夢のよう。そして大勢の
方が賛同して、リヴァさんと写真に写った方々が再会を果たすなんて本当に奇跡ですよね。感動です。
話は変わって、先日ある人から「お忙しいみたいですね」と言われ、なぜ知っているのか聞いてみると毎月このセトラ通信
を読んで頂いているとのこと。これはうれしい限りです。そこで今回はセトラ通信の出来るまでを解説します。
まとめてくれているのは並木通り事務局の掛水（旧姓：木村）さんです。彼女がメールで、セトラの各チームのリーダーか
ら原稿を集めます。それを Word で編集してくれたら、私が PDF に変換してセトラのホームページ上にアップします。それを
要約したものをメルマガにして石丸副理事長が配信します。最後に梶田さんがホームページを更新してくれて完了となりま
す。と、このような分業制になっていますが、一番大変なのは事務局の掛水さんです。いつもありがとうね。そういえばリ
ヴァさん招聘に尽力したのも木村さん（ギャラリーＧ）でした。セトラは二人の木村さんにお世話になりっぱなしですね。
そしてこの一年皆様にも大変お世話になりました。来年もセトラひろしまを何卒よろしくお願いします。 よいお年を〜〜！
（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
└────────────────────────────────────────────────────
１１月２９日土曜はアリスガーデンで ＜おでかけ アリス＞のイベントでした。寒風が吹く初冬の肌寒い日でしたが、セ
トラを中心にしていくつかのチームの連携イベントが効を奏し、なかなかの賑わいでした。＜植物と遊ぼう＞をテーマとし
て、この夏トランプオブジェの壁面を利用して育てたオーシャンブルーをこのイベントで撤去しました。
撤去しつつ、まだやわらかくタメの効く状態のオーシャンブルーの蔓を使って、ミニリース講習を実施したところ大人気！！
ひとつのリース作りにほんの数分間、親子、学生、熟年マダム・・・多くの方がクラフト手仕事を楽しみました。
木の実を付け、赤いリボンを結んで、かわいいクリスマスリースの完成です。
コキア(ホウキグサ）では小さいけれど本物のほうきも作れました。
街のど真ん中のアリスガーデン、そこで育った植物で＜植物遊び＞ができたことがとてもうれしく、感激でした。
（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
１１月２９日(土) １０:００〜１２:００ 参加者３名
○定期活動
１１月２７日(木) アリスガ−デンの花壇等のメンテナンス
９:５０集合〜１２:００
参加者：中電企業ボランティア２名、共同作業所あおぎり７名、トムハウス３名 スタッフ等合計１８名
トレニア、ベゴニア、マリ−ゴ−ルド等の抜き取り、一部ビオラの植え付け。
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■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）
１１月２７日(木)は、並木通りでの花の植え替えのお手伝いも行います。
（パンジ−、玉竜、プリムラ・
ポリアンサの植え付け）
★少雨・実施しています。
ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
■活動報告
季節は、冬への準備期間。今月は、植え替え作業が目白押しでした。
花壇もハンギングもすっきり。街もすっかり衣替え。
☆１１月１２日(水) １０：００〜
定例活動日
○１１名参加
○交流プラザ前 ハンギング植え替え・デザインコンテナ の解体
今季は、ガーデンシクラメンとヘデラ、プリムラ類とスイートアリッサムの２種類の計１８基作成。
今までとはちょっと違ってポップな感じに仕上がりました。
午後は、来春植え込み予定のデザインコンテナの解体作業。
☆１１月１９日（水） ９：５０〜
袋町小学校１年生４２名と焦げ鉢にパンジーの植え込み
○１６名 参加
○ガーデナー倶楽部メンバーの自家栽培のパンジー苗、
袋町小学校で水やり管理をしてもらっていたものをいよいよ植え込み！
今年はちょっと小ぶりですが、がっちりとしたいい苗ができました。
ちょっと、肌寒いお天気でしたが、みんなげんきいっぱい！一生懸命植えてくれました。
ケーブルテレビの「ふれあいチャンネル」さんが取材にお見えになられました。
○１２月１日（月）〜１２月７日（日）まで「地元ツウ。
」という番組で２６回放送されます。
☆１１月２７日（木） ９：３０〜
袋町公園 大花壇の植え替え
○５名 参加
○今季は、街中のちょっと遊び心を取り入れた花壇をめざし、植え込みました。
パンジー・ブルー、イエロー、プリムラ マラコイデス"耐寒性"うぐいす・ピンク、ホワイトの２種４色。
上手くいけば、２月頃には、秘密のマークが浮かびあがってくるはず？？？
☆１１月２８日（金） １０：００〜
平和大通り サークル花壇 リュウノヒゲ植え込み
○３名 参加
○平和大通りの花壇全部の土の入れ替えが終わり、パンジー植え込み前の準備。
市役所からも応援にいらしていただきました。
☆１２月３日（水） １０：００〜
「白いビオラのリース型ハンギング」 講習会
袋町交流プラザ ３階 A・Ｂ
○１８名 参加（他に会員のお友達３名も参加）
広島市緑化指導員でハンギングバスケットマスターの矢城由美子先生に指導していただきました。
土台作りには、苦労しましたが、だんだん素敵に仕上がってくるのが見えてくると、皆さんの目の輝きが！！
ご自宅の庭先を素敵に飾られることでしょう。
■活動予定
☆１２月５日(金) １０：００〜
平和大通り サークル花壇 パンジー植え込み（小雨決行）
☆１２月１０日(水) １０：００〜
定例活動 プラザ前手入れ ミーティング
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＊今年 1 年間皆様お疲れ様でした。
今年最後の活動日です。年の瀬でお忙しいと思いますが、無理のない範囲でご参加下さい。
☆１月１４日(水) １０：００〜 定例活動 プラザ前デザインコンテナ 植え込み
☆２月４日(水)または１８日(水) いずれか１０：００〜 定例活動
サークル花壇の移動など、今年はイレギュラーな植え込み作業が続きました。
会員のみなさまのお陰で、町並みも美しく整えられました。
来年も、楽しくアクティブに活動しましょう。
寒さも増してきました。体調管理にお気をつけ下さい。
＊１１月は植え替え作業が多く、スケジュールが目白押しですが、
皆様、お体に無理のない範囲でご参加下さい。お待ちしています。
━━* 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。

１２月のＡＨ!

AH! Presents

きらきら☆アリス

２００８年１２月２０日(土) 11:00〜19:00
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
●ステージ
・ライブペインティング by Blue lab.
・ライブ/佐々木 建
・ライブ/えたちよ
●ブース
○ママさん作家による手作り雑貨販売（11:00〜1500）
○子育てブース（11:00〜1500）
・おっぱい・おむつコーナー
・遊んでいきんちゃいコーナー（ぱっくんサンタをつくって遊ぼう スライムで遊ぼう）
＊協力：子育ておたがいさま〜ズ、広島文教女子大学パパママ応援団｢ぶんこ｣他
○yucca./イラスト・雑貨
LISULISU 木村兄弟雑貨店にて作品を販売。女の子の more,かわいいをテーマに作品づくりをしています
○フェアトレード・ブース
手作りのフィリピンの女性の手作りマスコット他、サンダルやバック、チョコレート等
○くまちゃんプリン販売（AH！cafe クリスマス特別企画）
牛乳、生クリーム、たまご、バニラビーンズなど素材に徹底的にこだわりました。一流スイーツ店で活躍したパティシエ
が、自信を持って作り出した６つの最高傑作、それが「くまちゃんプリン」です。もちろん無添加ですので、お子様にも安
心して召し上がっていただけます。
○アートブース by Blue lab.(11:00〜19:00)
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広島を中心に活動するアーティストのグループ。主にライブペイントを中心に活動。結成の発端は当 AH!でのライブペイ
ンティング。
「青空の下で大きな絵を描くってなんて気持ちがいいのだろう。
」
、それから［青空の下で＝Blue］
［色々やって
みよう＝laboratory］ということで、Blue lab.の結成に至る。

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/
１１月のＡＨ! レポート
２００８年１１月２９日(土)

アリスガーデンパフォーマンス広場 AH！「おでかけアリス」

↓今回の AH！は世界エイズデーレッドリボンキャンペーンと共催です。

子育てブースでは、子どもたちが寒さを吹きとばさんばかりに楽しそうに遊んでいます。↑
↓手作り雑貨コーナーはいつものように大盛況！

いつも本通にいるクラウさんをアリスガーデンで見ると、
なんだか不思議な感じがしませんか？↑
↓｢植物と遊ぼう｣コーナーでは、撤去したオーシャンブルーなどを使って…

リースなどを工作しています。↑
アリスガーデンを彩った植物が、また違った形で生まれ変わるなんてなんだか素敵です！
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お昼を過ぎて…そろそろステージが始まります！

広島きらきら母交響楽団・有志室内楽チームさん
どこかで耳にしたことのある名曲から最新の曲まで、幅広く楽しい演奏でした。↑

↑Blue lab.さんによるライブペインティング．これまでにないパワーを感じるパフォーマンスでした！
↓学ちゃんのストリートクッキングトークショー

↑今回は、わかりやすい｢食事バランスガイド｣の説明もあり参考になりました。料理もとっても美味しそうです。
↓ここからは、インディーズミュージシャンの皆さんによるライブです。

春樹さん

yune さん
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RIKO さん

おっくんさん

吉尾和樹さん

stunding rum taste さん

ライブステージの音楽が響くと、自然と人が集まってきます。今回はイルミネーションに照らされ、とても良い雰囲気の中、
アリスガーデンパフォーマンス広場 AH！｢おでかけアリス｣を無事終了することができました。
寒い中手伝ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。
（報告：梶田良花）
■イベント・データ
２００８年１１月２９日(土) アリスガーデンパフォーマンス広場 AH！「おでかけアリス」
「世界エイズデーレッドリボンキャンペーン in ひろしま」と同時開催
観客動員数：８，０００人
天候：曇り一時雨
ステージ
13:00〜 広島きらきら母交響楽団・有志室内楽チーム
14:00〜 ライブペインティング by Blue lab.
15:30〜 学ちゃんのストリートクッキングトークショー by 宮崎学
16:05〜 春樹
16:45〜 ｙｕｎｅ(ゆん)
17:25〜 ＲＩＫＯ
18:05〜 おっくん
18:45〜 吉尾和樹
19:25〜 Standing rum taste
●ブース
◎「世界エイズデーレッドリボンキャンペーン」ブース（13:00〜19:00）
・エイズ啓発パンフレットなどの配布 ・エイズ迅速検査/エイズ相談（無料＆匿名）
＊主催：広島県、広島市、
（社）広島県臨床検査技師会
◎「植物と遊ぼう」
（11:00〜17:00）
・トランプオブジェの壁面を利用して育てているオーシャンブルーの撤去 ・春のお花〜花植え体験（一般参加自由）
・アリスガーデンで育った植物でリースやほうきを作ろう ・その他、花や土、水、緑のブース
＊協 力：市民のひろば「アリスガーデン」緑化研究プロジェクト
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＊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
◎子育てブース（11:00〜1500）
・おっぱい・おむつコーナー ・遊んでいきんちゃいコーナー（ぱっくんサンタをつくって遊ぼう スライムで遊ぼう）
＊協力：子育ておたがいさま〜ズ他
◎ママさん作家による手作り雑貨コーナー（11:00〜15：00）
《出店者》
・zakka D's ・sakusakusaku* ・レモンタイム ・ママーチェ ・fraise
◎アートブース（11:00〜19：00）
：Blue lab.

┏┓
┗■ 【３】
「HIROSHIMA 1958 エマニュエル・リヴァの広島展」レポート
└───────────────────────────────────────────────

リヴァ広島展終わる！
12 月 7 日、１４：０８、ＨＩＲＯＳＨＩＭＡよりリヴァさん一行、東京へ発たれました。別れ際、
「素晴らしい」と感謝
されましたこと、ご報告します。また各会場とも展示も無事終了いたしました。
リヴァさん一行の広島滞在時、5 日のシネツイン舞台挨拶、市長表敬訪問、広島市市政記者クラブでの記者発表、
6 日のトークショー、レセプションといずれも多くの方々に参加していただき大盛況に終わったこと感謝いたします。
特にトークショーは予想をはるかに超え、会場は立ち見の人も含め超満員、入場をお断りした方々もあり、ご迷惑をおか
けしましたことお詫びいたします。しかし内容は、実に意義深いものとなったと思っております。
皆様に感謝いたします。

リヴァさんシネツインで舞台挨拶

秋葉忠利広島市長へ表敬訪問

記者会見

リヴァさん一行 クリックファーム会場にて

リヴァさん、映画の舞台になった
昔の新広島ホテル、現在の国際会議場にて

原爆慰霊碑へ献花
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オープニング・レセプションの様子
（11 月 25 日／クリック・ファームギャラリー）

ギャラリーG 会場

ギャラリーG での展示の様子１

ギャラリーG での展示の様子２

広島県立美術館地下講堂会場入口

広島県立美術館地下講堂会場での展示の様子

リヴァさんトークショー会場へ

リヴァさんと港さん

超満員のトークショー会場

レセプションにて
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●まだまだ写真集、グッズ等販売しております。
事務局、ギャラリーＧ、クリックファームまでお申し込みください。
★ポスター ＝2,000 円 ★ポストカード 12 枚セット＝2,000 円 ★カレンダー＝1,500 円

＊下記の場所で、購入できます。
◎広島市現代美術館、ひろしま美術館、泉美術館、広島市交通科学館、フタバ図書、金正堂、廣文館、ジュンク堂書店広島
店、紀乃国屋書店広島店、リブロ広島店、シネツイン本通り、フォアヴリエール、ピカソ画房、多山文具
＊エマニュエル・リヴァ写真集『HIROSHIMA 1958』インスクリプトより販売中
■イベント・データ
HIROSHIMA 1958「エマニュエル・リヴァの広島」展
実施期間：平成 20 年 11 月 25 日（火）〜12 月７日（日）
会場：ギャラリーG、クリックファーム・ギャラリー、広島県立美術館地下講堂
主催：HIROSHIMA 1958、HIROSHIMA 1958「エマニュエル・リヴァの広島」サポーター会議
後援：広島市
協賛：駐日フランス大使館、東京日仏学院、エールフランス、クルチュール・フランス、エプソン、ニコン、吉井画廊
協力：広島市公文書館、広島日仏協会、広島市中央部商店街振興組合連合会、
（株）インスクリプト、シネツイン、シネマ
キャラバン、ギャラリーG、クリックファーム・ギャラリー、NPO 法人セトラひろしま
■内容：展覧会とトークショー
●展覧会
◆ギャラリーＧ会場
○会期：平成 20 年 11 月 25 日（火）〜12 月７日（日）○展示内容：写真（30 点）
、リヴァさんの着物、カメラ等
◆クリックファーム・ギャラリー
○会期：平成 20 年 11 月 25 日（火）〜12 月７日（日）＊○展示内容：写真 （50 点）
◆広島県立美術館地下講堂
○会期：平成 20 年 11 月 25 日（火）〜12 月 5 日（金） ○展示内容：ドキュメント映像上映スライドショー
●トークショー
○日時：2008 年 12 月 6 日（土） 14：00〜16：00
○会場：広島県立美術館地下講堂
○参加者：200 人
○トーク：港千尋（多摩美術大学教授）
、エマニュエル・リヴァ（女優）
、マリ＝クリスチーヌ・ドウ＝ナヴァセル（元・東
京日仏学院長）
、ドミニク・ノゲーズ（作家・批評家）
、シルベット・ボドロ（スクリプター）

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

┏┓
┗■ 【４】セトラひろしま世界文化交流プロジェクト
└───────────────────────────────────────────────
セトラひろしまでは、世界文化交流プロジェクトの展開を始めました。
このプロジェクトは、
「岡本太郎『明日の神話』広島誘致活動」や、
「HIROSHIMA 1958『エマニュエル・リヴァの広島』展」
の例にあるように、
「世界と交流する広島」をテーマに、世界・国内とのさまざまな文化交流事業の促進を通して、広島市
中央部の文化的魅力を発信していこうというものです。
展覧会、コンサート、ワークショップ、シンポジウム等、さまざまな文化的プロジェクトへの支援や協力を、これまでに
まして積極的に行ってまいります。よろしくお願いいたします。
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さて、このプロジェクトの一環として、下記のコンサートをご案内いたします。

●PIANO DUO Takezawa/Sischka New Year Concert
ピアノデュオ 竹沢・ジュシカ（竹沢絵里子＆ウリストフ・ジュシカ） ＊ドイツ在住
＊曲目 モーツアルト「魔笛」序曲、ヨハン・シュトラウス「美しき青きドナウ」他

2009 年 1 月 4 日（日） 15：00 開演（14：30 開場）
ゲバントホール（広島市中区本川町 2-1-13 和光パレス 21 5Ｆ
チケット：一般 2,500 円

高校生以下 1,000 円

主催：ピアノデュオコンサート実行委員会 協力：ＮＰＯ法人セトラひろしま 協賛：太陽社
お問い合せ・チケットノお求めは：ＴＥＬ０８２−８３０−１７２５（竹沢）
、あるいはセトラひろしま事務局ヘ

┏┓
┗■ 【５】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
１１月は公私ともに行事が立て込んで、慌ただしくあっという間に過ぎ去りました。中でも一番の懸案 えべっさん のおそ
うじ隊活動も無事に終了しし、ホット一息です。今回のボランティア参加は総勢２８名、ごみステーションを１カ所増やして
５カ所で分別収集管理を行いました。参加企業は「デンソー中国」さんが新規参加して、合計４社の社員のみなさんに活動し
ていただきました。初参加メンバーが大半でしたが、「以外と楽しかったので次回も参加する」と言ってくれた人も複数いて
心強く思いました。
袋町公園の花壇植え替えを、「ガーデナー倶楽部」のみなさんのご協力もいただき、２７日に行いました。青と白のパンジ−
とプリムラ・マラゴイデスです。しばらくは落ち葉に埋もれますが、来春まで楽しませてくれることでしょう。
（本山）
■活動報告（１１月）
● 袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計４回 花壇の手入れやゴミの収集、花壇の花の植え替えを行いました。
● 道の里親制度➡➡袋町公園周辺市道の清掃活動を４回おこないました。
● 並木通り美化活動➡➡➡歩道の清掃を１回行いました。
■活動予定（１２・１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

１２月→→ ４日、１１日、１８日、２４または２６日
１月→→ ８日、１５日、２２日、２９日

┏┓
┗■ 【６】キッズいけばなスク−ル ＆ カルチャースクール「えとせとら」NOW
└───────────────────────────────────────────────
１１月１６日（日）１０時˜１２時、ひろしま美術館でゴッホの「ドービニーの庭」の黒猫について、吉田寛志先生の特別講
座をこども９人、大人３人が受講しました。始めに、講義室で筆のタッチの違い、色の違い等、詳しく、下準備として見るポ
イントを教えていただきました。その後、実際に作品の前で、２人づつ、吉田先生といっしょに、ルーペとペンライトを使っ
て、絵の近くでゆっくりと見て先生の説明を受けました。「猫が実際に見えたとき、鳥肌がたった！」と感想を言う子供もい
て、本当にいい体験ができました。このような講座のあと、絵の見方が、面白くなってくると思います。
１２月は、クリスマスリースとお正月花のお稽古をして、今年、１年を締めくくることになります。
来年も、こども達と楽しい時をすごしていきたいと思います。
（竹澤 和）
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セトラひろしま提供のカルチャースクールの講座！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
場所：広島市中区中町 1-27 久保広ハイツ 501 号
日時：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◆

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 ３２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：
Copyright(C)2005 NPO CETRA HIROSHIMA All rights reserved.
↑
※新しいメールアドレスになりました！
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◆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 ※ＵＲＬが変わりました！ お気に入りの変更をお願いします。
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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