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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
蒸し蒸しした日が続きますね、ヒートアイランドまっただ中の我が家では、すでに毎日、熱帯夜です。あーっ、暑い、暑い！
６月市議会で、旧市民球場の解体が１ヶ月伸ばした修正案で決着しました。広島市中心部の一刻も早い賑わいづくりのため
には、喜ばしいことではあるのですが、どうも釈然としません。本当なら市民、市議会、すべてが納得して前に進むべきな
のですが残念ながら反対派がいらっしゃいます。私も今でも広島市の進め方や選考委員会の決め方はおかしいと思っていま
すが、我々の要望や市議会の反対により、広島市もかなり譲歩したのですから、こちらも譲歩すべきだと思っています。解
体を１ヶ月伸ばして時間を作ったことも良いことですし、市議会も大いにチェック機能を果たしたと思います。今後は、如
何にして市民合意を得ながら賑わいづくりの仕掛けをするかを話し合うべきでしょう。とにかく前に進むべきなのです！
しかし跡地利用は問題山積です。例えば、駐輪場が無くなっていること、劇場機能がまったく未定であること、広島商工会
議所とＰＬ教団の移転が未確定であること、老朽化した青少年センターはどうするのか、そして私が強く主張している「子
供の遊び場」が無いこと、
「森のパビリオン」の位置とデザイン。そして何よりもイベントを発案、誘致するためには強力な
組織が必要であること、などなど。つまり、やっとスタートラインに立ったばかりで、実はここからが一番シンドイところ
なのです！！これらを解決するには広島市に任せっきりでは無理です。経済界やマスコミ、市民みんなが協力しなければ有
効な跡地利用は望めません！是非とも皆で考えてアイデアを出し合いましょう！ 前向きにね。
それでは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
└────────────────────────────────────────────────────
６月は冬〜春の間、街を彩った花壇の花々を整理し、土をしっかり耕作して夏〜秋に向けて新鮮な草花苗を植え付ける時期
です。平和大通りをはじめあちらこちらで、初夏の薫風の下、作業する様子が見られます。
舟入の広島市立舟入病院花壇は、病院近くの住民で作る＜リボンガーデン倶楽部＞が、年間を通して管理植え込みを担って
すでに５年目、年２回の大植え替えの時は、事務長や看護士長さんも加わり賑やかです。最近、会社生活をリタイヤしたメ
ンバーの＜夫方＞が参加するようになりました。知識も豊富で、園芸のコツもすぐゲットします。時代にあったメンバーの
広がりを感じています。
（報告：はしもとまちこ）
グリ−ンプロジェクト
■活動報告
○定期活動
☆アリスガ−デン
５月２０日(木) アリスガ−デンの花壇等のメンテナンス、夏の花の植え込み
１０:００〜１２:００
参加者：あおぎり５名、トムハウス５名、中電ボランティア２名、スタッフ６名 合計１８名
作業内容：①春の花の抜き取り、整地
②追肥・培養土追加
③植え込み（アメリカンブル−、サルビア、ポ−チュラカ）
④コガネムシ対策等
⑤かん水
⑥清掃活動
■活動予定
○定期活動
☆アリスガ−デン：毎月第３木曜日 集合９：４５〜１２：００ ★少雨・実施しています。
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→→→冬は暖かい服装で、風邪をひかないように…）
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ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
去る 5 月 17 日に行いました袋町小学校児童との共同作業を終えて、また新たな気持ちで定例作業をしていた私たちへ子ども
達より心こもったお礼の冊子が届けられました。思いがけないプレゼントに思わず胸が一杯、目はウルウルのおばちゃん達
でした。目を輝かせながら、一生懸命に取り組む子ども達にエネルギーをもらい、益々活動に拍車がかかりました。
■活動報告
☆６月 ９日(水) １０：００〜
交流プラザ前のデザインコンテナ 4 基の植え替え作業
プラザ周辺の草取り
ハンギングの手入れ
プラザ前の花に液肥やり

■活動予定
☆７月１４日(水)
☆８月 ４日(水)
☆９月 １日(水)

プラザ周辺及びサークル花壇の手入れ
プラザ周辺の手入れ
パンジーの種まき
━━* 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。
……………………………………………………………………………………………………………………………………

次回の AH!は 7/18(日)に開催します。皆様のお越しをお待ちしております
アリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！

ＡＨ！PRESENTS “ALICE PASSION”
ラテンな夏で盛り上がります！

2010 年 7 月 18 日 Hiroshima Alice Garden
●協賛：ステージユニオン広島
●ステージ
11:00〜13:30
13:40〜14:10
14:30〜15:05
15:25〜15:55

広島文教女子大学パパママ応援団ぶんこ 子育てイベント
アーキーオーケストラ
ライブペインティング by blue-lab
藤田洋平
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16:25〜16:55
17:15〜17:45
18:00〜18:30
19:00〜19:45

Dream on
Blueberry Shortcake（ボサノババンド）
森 恵
エルコンボデラパス

●ブース
○子育て応援ブース
＊協力：広島文教女子大学パパママ応援団ぶんこ、子育ておたがいさまーず
・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
・ライブペインティング by Blue lab.
・御菓子ブース
【出演者プロフィール】
◎Dream on（ドリームオン）
2003 年夏、結成。ワッキーの呼びかけで集まった。Gu マエ P は学生時代音楽にあけくれた頃の仲間。現在 CM 制作など手が
ける。Vo．ミカりんはマエ P の妻。CM での歌声多数。Vo 講師（母名主婦）
、Dr モリちゃん、現在同じ会社で働く仲間。ナユ
ちゃん、音楽療法士（セラピスト）
、エリザベト卒（一人息子の母）
、ハルネエ、ワッキーの妻、ピアノの先生（3 人の子持
ち主婦）
2005 年夏、2006 年春、広島 FM、オーバーザレインボー出演。楽座など広島のライブハウスで活動。
2008 年夏、トータテ・フォークリバイバルコンテスト、グランプリ受賞。
主にオリジナル曲デ活動。野外祭、イベントでは耳慣れたコピー曲も取り入れる。
「モットー」は楽しく音楽すること！
私たちノ姿を見て、何かが伝われば最高。
アリスガーデンではオリジナル 3 曲、コピー曲 4〜5 曲、篠笛・梶川純司氏とのコラボで「お祭りマンボ」を演奏予定。
◎ボサノバ・バンド Blueberry Shortcake （ブルーベリーショートケイク）
4 人編成のボサノバ・バンド 。おじさん 3 人でやっていたバンドに若い女性ボーカ
リストが加わり、バンド名も改名し、2009 年 12 月 29 日（火）夜、横川の AppleJam
で開催された年忘れライブイベントでデビュー。
メンバーは、タマちゃん (Vo)、コイズミさん (Key)、ケロちゃん (Dr)、Jun (Ba)。

◎森 恵
シンガーソングライター。広島県出身。短大卒業後から本格的にシンガーソングライターを志し活動。こ
の頃から口コミで噂が広がり新聞、雑誌、ラジオ、TV 等で取り上げられ、森恵出演の TVCM（ふれあいホー
ムタウン・みどりまち）が放送される。2009 年 3 月 Mini ALBUM「そばに」全国発売。現在、東京都内 LIVE
HOUSE にてプロモーション活動中。
2010 年 7 月 7 日（水）メジャーリリース第一弾 SINGLE 「キミ」発売決定!!
◎コンボデラパス
メキシコ人作曲家兼ピアニストのアルバル、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 10 名の広島
唯一のサルサ＆ラテンバンド。“El Combo de la Paz”（エル・コンボ・デ・ラ・パス）とは平和のバンドという意味。広
島から世界へ平和を伝えようという願いを込めて、アルバルが名付けた。
2006 年 7 月、アリスガーデンパフォーマンス広場 AH!での初ライブ以降 70 回を超えるライブを行い、2008 フラワーフェス
ティバルのライブ・バトルでは最優秀バンドに輝いた。幅広い年齢層と多彩な国籍のファンを持つ広島でもっとも注目のバ
ンド。アルバル書下ろしのサルサのオリジナル曲をはじめ、サルサやマンボ、ラテンのスタンダードなど多数のレパートリ
ーを持ち、ライブ会場を笑顔と踊りで楽しく盛り上げる。
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

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】紙屋町応援プロジェクト！「ひろしまアートパークかみやちょう」
└───────────────────────────────────────────────

セトラひろしまが協力しています！

ビルの中に出現する公園！
ひろしまアートパークかみやちょう

（通称：HAPKUN ハップクン）

期日
２０１０年６月２６日（土）〜８月２９日（日） 全 65 日間
会場 アーバン BLD 紙屋町４F（広島市中区紙屋町 2-3-20）

被爆 65 周年を迎える今年の「広島の夏」‥広島は国内外から多くの人々を迎えます。そして紙屋町地区はそれら
多くの人々を迎える大切な玄関の街です。
私たちは、この紙屋町にあるビルの空きスペースを有効利用し、「ビルの中に公園を！」というテーマに、平和記
念日を挟んだ６５日間、さまざまな活動が集うイベントスペースを出現します。
被爆 65 周年、現在の広島から「ヒロシマ」を想うきっかけになれば‥と、そしてこの６５年間、世界から広島に寄せら
れた多くの篤志に、チャリティーで恩返したいという思いから、65 日間の熱い交流が始まります。
イベント・コンテンツ
■プレオープン
６月２６日（土）〜３０日（水）５日間 １１：００〜１９：００
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■オープニングイベント／MAYA MAXX ライブペインティング
７月１日（木）
・２日（金） １４：００〜１６：００（両日共）
毎年８月６日に被爆建物のまえでライブペインティングを行っている MAYA MAXX によるこけら落としです。
■ひろしまのざっかてん（チャリティワンデーオーナーショップ）
７月１日（木）〜８月２９日（日）６０日間 １１：００〜１９：００
■１９５０プロジェクト展（ヒロシマのこども写真募集展）
■遊び場〜公園遊具展示いろいろ。等々
主催：ひろしまアートパークかみやちょう
共催：NPO 法人アートプラットホーム G
協力：グランドアメニティ・広島リビング新聞社・NPO 法人セトラひろしま・広島文化会議準備会
広島アキハバラ塾
お問い合せ：ひろしまアートパークかみやちょう事務局（NPO 法人アートプラットフォーム G 内）
082-211-3260
gg@gallery-g.jp

ひろしま のざっかてん
チャリティーワンデーオーナーショップ出店者大募集
場所：
『広島・アートパーク紙屋町』
（通称：HAPKUN）
（アーバン BLD 紙屋町４階／本通り沿いサンモールななめ向かい／広島市中区紙屋町 2-3-20）
出店可能期間：2010 年 7 月 1 日（木）〜8 月 29 日（日）
開店時間：11:00〜19:00
出店料：1,000 円/１ブース・１日、うち 10％はチャリティーとして寄付。
本通りに面した『アーバン BLD 紙屋町』の４階スペース（約 200 坪）を 30 ブースに区分けし、
チャリティーを兼ねたワンデーオーナーショップ『ひろしまのざっかてん』を 60 日間にわたって開催します。
どなたでも出店可能。夏休みを利用して、あなたもワンデーショップのオーナーになってみませんか？

ビルの中の『公園』であそぼう！

紙屋町・本通り〜約 200 坪‥30 ブース！
出店及び会場下見希望のお問い合せは：082-211-3260
NPO 法人アートプラットホーム G（ギャラリーG）内、広島・アートパーク紙屋町事務局
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┏┓
┗■ 【４】Art Life Support Project
└───────────────────────────────────────────────

Art Life Support Project
サイトをご覧下さい！ http://artlifesupport.com/
まちづくりを中心に活動している「セトラひろしま」とアートを中心に活動する「アートプラットフォーム G」。
二つの NPO 法人が共同で展開していく「まちづくり」と「アート」の融合。それが「Art Life Support」です。
皆様にもっと身近にアートを感じていただけるよう、色々な企画をご用意してまいります。

アート・グルメな講座シリーズ〜会場は“まちなか”です。
「まちなか」で活躍する各界のクリエイターたちが、サポートアドバイザーとなって、企画づくりをしていきます。

『まちなか Art&Eat』

『ものづくりのインスピレーション Vol.2』

ゲスト：高野友美（陶芸）＋原田美貴（植物）×長束晃（写真家）
7.6 からギャラリーＧにて展覧会をされる、陶芸家の高野友美さんとフラワーデザイナーの原田美貴さんをお招きして、
「も
のづくりのインスピレー ション Vol.2」を開催いたします。
前回、ご好評をいただいた長束さんを聞き手としての第２弾、陶芸と植物を写真を撮る側の視点から掘り下げたお話を聞い
ていただきます。
翌日からの展覧会の OPENING PARTY を兼ねておりますので、是非皆様お越しください。
開催日時：7 月 5 日(月)19:00〜21:00
会場：ギャラリーＧ（広島市中区上八丁堀４−１公開空地内） Tel:(082)211-3260
会費：2,500 円（軽食＆ドリンク付き）
定員：25 名程度
インターネットでお申し込みの方は
http://www.artlifesupport.com/art̲schedule.html
をご覧下さい。

◎まちなか Art&Eat REPORT
春を愛でる〜『桜 茶 会』

《日本叙情歌考》

【講座データ】
●開催日：2010 年 3 月 27 日(土) 14：00〜15：30
●会 場：縮景園 内 『明月亭』
『広島県縮景園』
：広島市中区上幟町 2-11
●講師：
篠笛演奏とお話し「日本の叙情歌考」
：梶川 純司
お茶のお点前と茶道文化の話など：中井 宗長（茶道上田宗箇家元正教授）

【レポート】
春といえども寒かった。蕾が膨らみ始めた桜もこの寒さにとまどっているようであった。
縮景園の明月亭はさすが「本物」という感があり素晴らしいロケーションである。講座は桜茶のウエルカムの後、梶川氏の
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トーク「日本叙情歌考」として、篠笛演奏を交えながら明治期における西洋音楽受容のいきさ
つを通した日本唱歌誕生話を聞くことができた。論考の途中から、寒さのため明月亭の障子を
閉めて外界をシャットアウトし、みなが寄り添うように親密な空間の中で講座が行われたが、
話はワグナーなど当時のドイツ音楽シーンにも及び、今、絵のように美しい日本庭園の片隅か
ら、往時の文化交流を偲んでいるという自分というものを考えるにつけ、ことさら一期一会と
いうものを思った。論考の後、中井氏のお茶のお点前があり、それとなく自然に茶道文化の話
を聞くことができた。茶の湯の醍醐味は「茶事」だということで、茶事は、炭点前〜懐石〜濃
茶〜薄茶という流れで４時間をかけて行われるということである。最近は男性が茶道に興味を
示し、ともすれば女性が多い茶会よりも少人数での茶事が喜ばれると聞いた。いつか「茶事」
を経験してみたいものである。
寒かったが、なによりも美しいお茶のお点前と美味しいお菓子、そして桜花に免じられる興味
深い一会であった。

『ものづくりのインスピレーション』
【講座データ】
●開催日：2010 年 4 月 28 日(水) 9:00〜21:00
●会 場：Restaurant&Bar JOULE（ジュール）
広島市中区袋町 9-4
●講師：岡本友紀（鍛冶屋）×長束晃（写真家）

【レポート】
今回の主役は、多方面でご活躍中の女鍛冶屋、岡本友紀さんである。広告ディレクターで写真家の長束晃さんが撮影した岡
本さんの作品画像を見ながら、
「ものづくりのインスピレーション」など、岡本さんにインタビューを試みるといったトー
クショー。
好きな「ものづくり」だけをして生計をたてるとはどういうことか？ものづくりが好きな方には少なからず夢でもある生活
をされている岡本さんと、写真をテーマに色々な活動をされている長束さんとの間で交わされる気さくであるがセンスの良
い会話は興味深くも心地よかった。トークショーが終わると、いよいよ料理とお酒が出て雰囲気はますますは盛り上がり、
みんな満足で顔を赤らめ酔いが加速した。

『Casa do Fado - Fado の調べ-』

演奏・唄：中村ヨシミツ×香川有美

【講座データ】
●開催日：2010 年 3 月 27 日(土) 5 月 21 日(金) 19:00〜21:00
●会 場：M's GROWN（エムズ・グロォウン）
広島市中区中町 2-22-BF
●講 師：香川有美（唄）
・中村ヨシミツ（ギター）
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【レポート】
東京から中村ヨシミツさんと香川有美さんをお招きして、
「Fado の調べ」を開催した。Fado とは「運命・宿命」という意味
を持つポルトガル民衆の歌‥と言うより港町リスボンの酒場から生まれた「街唄」と言っていいだろう。前半は、Fado を中
心にライブが展開、骨太の哀切と情念、それに倍する喜悦が唄に込められ圧倒された。後半は、Fado を離れてシャンソンや
ジャズといった唄の世界を旅することができた。
香川さんの、華やかではあるが土臭いオーラは聴衆をはるか異国的な世界へ誘い、超満員の会場を熱気につつんだ。またギ
ター、中村ヨシミツさんの即興的に挿入される独特なフレージングや奏法、またその風貌は、異才的な彩りを与えていた。

問い合わせ：Art Life Support Project 企画室（NPO 法人セトラひろしま内）０８２−５４５−７６１１
……………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【５】まちなか−こども環境プロジェクト
└───────────────────────────────────────────────

〜繁華街はそのまま『冒険遊び場』だ！〜
【こども用メッセージ】
まちって、大人につれられて行く、よそ行きの場所かな？まちに出かけてみよう！まちって、君たちがすでに知っているものが
あふれているだけのところ？それともまだ知らないものと出あうことができるワクワクしたところ？もし、まだ知らないもの、気にな
るものがいっぱいあれば、きみたちにとって、まちはワンダーランドだ！そのふしぎの世界で、きみたちは冒険（ぼうけん）をして
遊ぶだろうか?
「都市の空気は自由にする」というドイツの中世都市におけることわざがあるが、そもそも都市というものは、モノ・ヒ
ト・コト・情報が雑居したジャングルであった。ところがこのところ、「合理」つまり「経済的」であることを「光」と信
奉する原理のグローバルな勝利が、一昔前の都市の日常生活を変質させてしまったようだ。都市環境の機能分化が推し進め
られ、居住、教育、仕事、余暇、消費など生活諸要素が、分離・断片化され、郊外型のショッピングモールのように、スマ
ートだが、おせっかいなオーダーのもとに、配置、整備、演出、管理されたクリアーな環境で、人びとは個人の生活を豊か
に開花、結実させるための前提となる全体性へのアクセスが見つからないままに孤立し、生活感の欠いたお仕着せの生活に
窒息し、安心できないでいる。
この事態を解消するため、都市を再ジャングル化させるべくロマン主義的な企図をもって「野生の嵐」を起こすべきかど
うかは知らないが、どうやらこれからの都市は、高密度コミュニケーションによる重層的な人間関係を重視し、全体を捉え
ることができる感性の観点＝「生活感」から都市を見直すことが必要であろうと思える。
中心市街地の商店街（≒繁華街）もしかりである。これからの商店街は、消費のニーズだけではなく、環境・文化・福祉
など、都市生活に関わる市民･生活者や来訪者の多元的なニーズを取り込みながら一見ランダムだが全体として関係し合う
多彩なコンテンツのシナリオが紡がれ演じられる風景舞台（サイト）となるであろう。
確かに、街角に露出するライブな感性との様々な幸福な出会いこそ、都市の魅力であり、街の大事な「感性価値」
というべきものである‥この感覚こそ「都市の空気は自由にする」のだ。
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大人にとってもこどもにとっても商店街という環境そのものが、いつの日か再び「冒険遊び場」となることを願うもので
ある。
（
「こども環境学会 2010 年大会（広島）
」報告書より・文責：石丸良道）

セトラひろしまが参画する新しいプロジェクトです！

中央公園での冒険遊び場づくり事業
『中央公園プレイパーク（冒険遊び場）実験プロジェクト』
（仮称）
中央公園に冒険遊び場的なプレイパークをつくろうという広島市こども未来局のプロジェクトです。
初年度にあたる今年度事業では、継続的な事業展開をにらみ、
「遊び場」の実験イベントの開催や、協働のネットワーク
づくりによる「ソフト形成」を目指し、将来ビジョンを探ります。
●「冒険遊遊び場実験イベント」の実施
11 月 6 日(土)・7 日(日)の 2 日展開（予定） 中央公園にて
＊7 月 12 日には、地元基町地域のみなさまや、こどもの遊び場環境を考えるさまざまな方々が集まり、第 1 回の意見交換会
が開催されます。

┏┓
┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
“ゆかたできん祭” おそうじ隊に参加または応援して下さったみなさん、お疲れ様。ありがとうございました。今年は好天
に恵まれ、気分的にはずいぶんと楽でした。おそうじ隊も無事にミッションを果たせてホッとしました。みなさんに感謝です。
“ゆかたできん祭”は今年で８回目ですが、“とうかさん“はなんと３９２年続いているそうです。歴史の重みを感じますね。
“ゆかたできん祭”と“えべっさん”も、ずっと続けて、フラワーフェスティバルに負けぬイベントとして続けていってもら
いたいものです。
袋町公園の花壇に、“ジニア”とポーチュラカ 計４５０株を植え込みました。色とりどりの花で一帯がグッと明るくなりま
した。木々の緑も一段と濃くなり、ヤマモモもたわわに実って、収穫も間近です。木陰での休息は最高ですよ。
花の植え込みは今回も、“ガ−デナ−ｰ倶楽部”のみなさんにご協力いただきました。ありがとうございました。
（本山）
■活動報告（５月）
●袋町公園美化・定期活動➡➡ 活動は計３回、花壇の手入れやゴミの収集、清掃を行いました。
花壇の花の植え替えを行いました。(５／２７)
●道の里親制度➡➡➡➡➡➡➡ 袋町公園周辺市道の清掃活動を３回行いました。
●並木通り美化活動➡➡➡ ロータリー花壇の雑草とりをおこないました。
■活動予定（６月・７月）
●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
６月→→３日、１０日、１７日、２４日
７月→→１日、８日、１５日、２２日、２９日
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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 ３３人 協力会員 ４７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.
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◆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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