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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
やっーーと、涼しくなってクーラーが要らなくなったと思ったら、急に朝晩の冷え込みが激しくなりましたね。温度差が酷
いので体調を崩されている方も多いようです。気をつけましょう。
ついにセトラ事務局の引っ越しが完了しました！ 仮にですが、電話・ＦＡＸ・インターネット環境も復旧しております。
引越先は商店街のど真ん中、金座街ミタキヤビルの裏側（中の棚、立町ウイングビル向かい）のエレベーターから上がった、
４階の１フロアを、金座街商店街振興組合、広島シティカード協同組合の事務局と同居になります。セトラの事務局はエレ
ベーターを降りてすぐ右に曲がって突き当たった左手です。オープンなスペースになっていますので、是非一度見学に来て
下さい。そして引越のお手伝いをして頂いた皆さん、ありがとうございました！
■新住所：〒730-0035 広島市中区本通１−６ ミタキヤビル４Ｆ

※電話・ＦＡＸ番号は変わりありません。

年度末に加えて引越で、それでなくても忙しいのに、イベントも多々あります。石丸副理事長は、２６日(日)に全国ボラン
ティアフェスティバル広島の分科会での事例発表、そして１０月１日には恒例の酒祭り、１６・１７日はインディケット。
２３・２４日は、急遽、文化財団の補助が決まった明日の広場「Art Dept」
、１０月２７日にはセトラの通常総会を予定、そ
して１１月１９・２０日は「えべっさん」
、２６・２７日には広島市こども未来局からの委託事業である「冒険遊び場」があ
ります。石丸氏の体調が心配です。皆さん、石丸氏のフォローをよろしくお願いします。そんな忙しいセトラの情報を今月
もじっくりご覧下さい。
（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
└────────────────────────────────────────────────────
９月１２日に広島中心部でも待望の雨が夜半に降って、やっとのことほんの少しほっとしました。
８月の後半、広島が猛暑に覆われていた時に、同じような気温と湿度の環境下と思われるインドシナ半島の中央に位置す
るカンボジアに行ってきました。
ポルポト政権の暗い歴史を背負いながらも、世界遺産のアンコールワットの遺跡群は、クメールの深い文化を圧倒的に見せ
付けて、世界からの観光客を感嘆させていました。
この遺跡群は、熱帯特有のスコールと、高い気温下で育った植物樹海の中に林立しています。一歩木陰に入れば涼風が気持
ちよく、大メコンの茶色の川が堂々と流れています。
私たちが通常＜観葉植物＞といってオフイスや家庭で鑑賞する濃い緑の鉢植え植物が、まさに原植生地のこの場所では、
大地に悠々と広がり、見上げるほどの大木の様を成しているのを感激しつつ眺めてきました。
まだまだ発展途上の国ですが、この豊かな緑と水は世界の人々の力で大切に守っていかねばと、心から思いました。
（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
８月１９日(木) アリスガ−デンの花壇等のメンテナンス
１０:００〜１２:００
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参加者：共同作業所あおぎり４名 スタッフ５名 合計９名
作業内容：①剪定、除草、手入れ ②かん水 ③清掃活動
○その他
毎週月・水・金曜日（酷暑時期の８月末頃まで実施予定）
作業内容：壁面緑化・ウッドコンテナを中心に水やり当番を決め、８：３０〜１時間程度水やりを実施。
■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…）
ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
やっと朝晩過ごし易くなってきました。そろそろ、夏の疲れが出るころですが、皆さま元気にお過ごしでしょうか？
当倶楽部も、無事第７期をスタートいたしました。純粋に植物好きが集まったボランティアグループですが、またひとつ
知識の向上を課題として楽しんで活動しながら、努力していきたいと思っております。
いろいろなご意見・ご進言をよろしくお願いいたします。
■活動報告
☆９月１日(水)

ソーシャルガーデナー倶楽部総会
パンジーの種まきについて経験談から学ぼう
袋町小学校児童との花育作業及び交流プラザ前のハンギングに使うパンジーの種まきをデモン
ストレーションで行い、活発に経験談を語りあい、種まきのスペシャリストになれると思えるほ
ど充実した時間を過ごしました。
今年の異常な暑さの為、種まきの時期を延期した方が良いのではとあれこれ心配した結果、各
自自宅で種まき・育成をすることにいたしました。持ち帰った会員はちゃんと育つかドキドキの
日々を過ごしております。

■活動予定
☆ ９月２９日(水)
☆１０月１３日(水)

パンジーのポットあげ 大型コンテナ植え込み
ハンギング植替え準備
サークル花壇カンナの株分け

━━* 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。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
やはり昼間は暑かったですね。風も強い、アリスガーデンは意外とビル風が強く吹きます。こんな時はテントの固定をしっ
かりしなくてはなりません。この度も修道大学の 3 人のインターンシップ女子大生がイベントをアシスト、MC としてからむ
という体験もしました。加えて若者交流館からのボランティアスタッフ‥本当にお疲れさま、感謝です。もちろん参加して
くださったアーティスト、足を止めて下さったたくさんの人に感謝感謝です

今回出演していただいたアーティストの皆さんやスタッフの様子を紹介します。
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《ライブペインティング by blue-lab−イシハラさん》

《Upaskuma(ウパシクマ)》

《HIKARU》

/

《KAKEL》

《おっくん》

/

《Yoshimillionwonder》
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/

《銀色》

《ペイントおとし》/《スタッフ全員で！》

昼から夕方にかけてのライブステージは、それぞれにジャンルやテイストや異なり、多くの観客が足を止めていました。横
浜から参加した KAKEL は熱唱型、ちなみに KAKEL 氏はステージが終わっても AH!にとどまり、最後の片付けまで手伝ってく
れました。本人たいへん満足したみたいで、お礼の手紙が事務局に届きました。ベテラン Upaskuma(ウパシクマ)の越境的無
国籍音楽は、アリスガーデンにふんわか、まったりだったり、清涼な風を起こしたり、さずが！色彩的でした。終わって年
に 1 回は AH!に出てくださいと言ったら、
「いや最低２回は出る‥」と言ってくださいました。
そして盛り上がったのは、
「Yoshimillionwonder」のライブ。今広島の若手のインストバンドでいちばん油がのっていると
いう感じ。切れの良いコンポラテイストのダンスサウンドで聴衆を惹きつけ、アリスがひさびさに満員になるほどでした。
外国人にも受けていたようです。最後の「おっくん」はＡＨ！の真骨頂、弾き語り系の実力派で、素晴らしいステージでし
た。
終わりに AH!のスタッフも今回のように花があるといいですね‥いずれにしても今後の運営のあり方について、初心に返っ
てもう一度話し合おうということで集まってくれた者みんな別れました。スタッフとして運営に参画したいと思われる方、
大歓迎です。 （報告：石丸良道）
【イベント・データ】
○開催日時：平成 22 年 9 月 19 日(日) 15：00〜20：00 ○天候：晴れ ○観客動員：6,500 人
●ステージ
15:00〜 Blue lab．ライブペインティング
15:50〜 銀色(弾き語り)
16:30〜 KAKEL from Yokohama
17:10〜 Upaskuma(ウパシクマ)(民族音楽がベースの越境系ユニット)
18:00〜 HIKARU(弾き語り)
18:40〜 Yoshimillionwonder(ダンスフロア対応型 Quintet)
19:20〜 おっくん(弾き語り)
●ブース
アートブース：by Blue lab.

１０月のＡＨ！は、INDIKET でお休み！
次回、2010 年 11 月 20 日(土) えべっさんバージョンにてお会いしましょう！
■内容
●ステージ
広島インディーズによるライブステージ、ベリーダンス"シェエラザード"、NPO 法人あおぞら子供神楽など
●ブース・コーナー展開
・ライブペインティング by Blue lab.
・子育て支援ブース 他
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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/
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┏┓
┗■ 【３】インディケットひろしま２０１０ NOW
└───────────────────────────────────────────────
広島インディーズの祭典！

INDIKET HIROSHIMA 2010
インディケットとは「インディーズ」と「マーケット」を組み合わせた新しい造語。広島のインディーズ・カルチャーを知
るには必見のイベント!!

いよいよです！今年も INDIKET はすごいらしい！こうご期待！
■日時：2010 年 10 月 16 日（土）
、17 日（日） 2 日開催 12：00〜20：00
■会場：中区 アリスガーデン（ＰＡＲＣＯ裏）
◎EVEVT CONTENTS
○アートマーケット：自主制作作品（CD、DVD、イラスト、似顔絵、アート＆クラフトグッズ、アパレル作品等）
○プレゼンテーション・ライブ（音楽、ダンス、パフォーマンス）
○アーティスト人気投票（10 月 16 日・17 日両日実施）
○INDIKET AWARD（各賞の授与）
：RCC ラジオ番組出演権、コンピュレーションアルバム・エントリー権、まちなかアー
ト賞ほか
＊ＭＣ：石澤良一

ライブステージの模様〜ＲＣＣ携帯サイト「広島音楽村」で動画配信決定
《エントリーアーティスト（第一弾）》
（音楽部門）
・紫水、Yasuhiro Yuasa、colortelevisions、横川エレクトロクラブ、ののしげ＋（プラス）、Art Pot、
オールスターズ、ホロボシ、Fairy days、ｷｦﾂｹﾛ、O'ver 、Free Face、橘髙 優士、内野 剛、アカシック†レコヲド、
うずら、mupe、JAMa-z
（ダンス・パフォーマンス部門）
・Yuu、Sheherazade Belly Dance School
（アート部門）
・コノベマヒト、ma-mati-ruaRY12、CLAN、haruaki、Color's、ドロップʼｓ、似顔絵アーティスト KAME、
まめのはハリアナ、ハピネスクローバーズ、ネムノキ、blue lab. YUICHI

■主催：アートひろしま製作委員会
■後援：中国新聞社、中国放送、広島エフエム放送、FM ちゅーピー 76.6MHz
■協力：広島市中央部商店街振興組合連合会、(株)ステージユニオン広島、NPO 法人クリーンディーシークラブ、
ライブ楽座、NPO 法人アートプラットフォームＧ、アートスペース HAP、RIN STUDIO、NPO 法人セトラひろしま
■特別協賛：中国放送(株)
■お問合せ：アートひろしま製作委員会 インディケット事務局
TEL：082-545-7611 FAX：082-545-7612 E-MAIL：info-desk@indiket.net
平成 22 年度広島市商店街知恵出し事業・支援事業
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

インディケットひろしま２０１０！の最新情報は、公式サイトをご覧ください！
PC：http://www.rcc.net/indiket/
Mobile：http://www.rcc.net/indiket/m/

┏┓
┗■ 【４】Field of Tomorrow − Art Depot
└───────────────────────────────────────────────
紙屋町のビルの空きスペースを有効利用したさまざまな文化コンテンツの発信が行われるアートアクション。
それはさまざまなコンテンツがセッションするジャンル越境型の Art Depot（文化集配場）。
それは次代の広島の文化ムーブメントを語る広場です！
新たな市民文化創造の場

「明日の広場」
未来文化の集配場
ビルの空きスペースに仮設オープン

Field of Tomorrow

Art Depot

明日のための模擬イベント〜交差する小さな物語と大きな物語
私たちは、新たな市民文化創造の場−「明日の広場」を広島の地に願うものです。
この度、模擬イベントとして本文化行動を行うことで、広島の明日の文化について市民的議論の契機となればと願っており
ます。
広島文化会議準備会
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『明日の広場』とは
広島の地に、世界につながるような新たな市民文化創造の場を創出し、様々な活力ある魅力的な活動を展開し「明日の文化」
を築くことを目指します。旧広島市民球場跡地に想定される市民広場は、まさに「明日の広場」として、この活動の拠点と
して中心的な役割を果たすことを提案します。
『明日の広場』の理念
広島の地で、人々が感じ、理解しあって、今の営みをよりよいものに、そして希望ある創造をめざし、世界への発信を行い
ます。―広島での新たな市民文化創造の場として―
【
『明日の広場』が目指す３つのプロジェクト】
① グローバルな文化・芸術祭の開催
◎地球文化イベント＝『世界芸術祭（仮称）
』開催プロジェクト
② 旧広島市民球場跡地に新たな市民文化創造の場〜『明日の広場』の形成
③ 上記①及び②を実現させるための広島文化活性化プロジェクトの推進、
及び、関連する観光の推進

■開催日：2010 年 10 月 23 日（土）・24 日（日）
■場所：アーバン BLD 紙屋町 ４F スペース（広島市中区紙屋町 2-3-20）本通り沿いサンモールななめ向かい
《EVENT CONTENTS》

10 月 23 日（土） 18:30/OPEN 19:00/START〜21:00
●THE PLANET FESTIVAL (要入場券）
プレアクト「レビュー・世界のフェスティバルと明日の広場」
「ジャンル越境的祝祭ライブセッション」アクト１-２
＊入場券 ￥1,200 円(1drink)

＊入場券取り扱い：ライブ楽座/ギャラリーG/NPO 法人セトラひろしま

《参加アーティスト》
□THE PLANET FESTIVAL BAND＝○河村貴之（Trumpet,Flugelhorn）○masm（tenor sax）○渡辺祐平（bass）○DJ SHIMOMURA
（turn table）○KETARA（guiter&space effects）○石井聡至（drums）○李英美（dancer）○KIYOXY（drums）□moto（VJ）
□船田奇岑（テルミン）□三浦元則（雅楽演奏家）□榊記彌栄（箏・十七絃）□草川啓介（十七絃）□石丸良道（フルート）

イベントを行こう！イベントを応援しよう！入場券を販売しています！
＊入場券 ￥1,200 円(1drink)

入場券取り扱い：ライブ楽座・ギャラリーG・セトラひろしま

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

10 月 24 日（日） 14:00/OPEN 14:30/START〜20:00
●THE PLANET PERFORMANCE RING （入場無料・投げ銭）
「投げ銭ドリームマッチ」
（ライブペインティング・民俗楽器・ギター・パンク・コンテンポラリーダンス・アングラアコーディオン）
《プログラム及び参加アーティスト》
14:30〜□YUICHI（ライブペインティング）
15:00〜□JAMa-z（民俗楽器パフォーマンス）
15:30〜□井本裕介（ギター）
16:20〜□藤堂信行（Live painting）＋松崎純一（sax, etc.）＋松崎恵（sitar＋effects)
17:15〜□ハロータロー（パンク）
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18:15〜□美音異星人（コンテンポラリーダンス）＋中島由美子（コンテンポラリーダンス＋□ゴトウイズミ+アコーディオ
ン（アコーディオン弾き語り）
）
20:00 □終演
＊事情によりライブ開始時間の変更もあります。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・Café“Hiroshima mon amour”
（ビール・ワイン・ソフトドリンク・おつまみ）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

■主催:ＮＰＯ法人セトラひろしま ■共催:広島文化会議準備会
■後援：広島市中央部商店街振興組合連合会
■協力:グランドアメニティ・ＮＰＯ法人アートプラットホームＧ・Ensemble Myth Hiroshima
■協賛：募集中
■企画：Art-depot planet team
《広島市文化財団広島市文化振興基金助成事業》
■お問い合せ：０８２−５４５−７６１１（ＮＰＯ法人セトラひろしま）
……………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【５】文化交流事業 「トランペットとピアノのマチネーコンサート」 予告
└───────────────────────────────────────────────
Reinhold Friedrich − Eriko Takezawa
世界的なトランペット奏者ラインホルト・フリードリッヒと竹沢絵里子（広島出身）による
「トランペットとピアノのマチネーコンサート」
＊セトラひろしまも応援しています！

■日時：2010 年 11 月 6 日(土) 15:00 開演(14:30 開場)
■会場：エリザベト音楽大学セシリアホール
■内容：トランペットとピアノによるコンサート公演
【演奏者】
○ラインホルト・フリードリッヒ（トランペット）
ドイツ・バーデン地方、ワインガルテンに生まれる。1982 年ミュンヘンコンクール優勝、同年ベルリン音楽祭に於いてデビ
ュー以来、ソリストとして、ベルリンバロックゾリステン、ウィーンシンフォニカー、ロイヤルコンセルトへボウ、ＢＢＣ
交響楽団、北ドイツ放送交響楽団、その他多くのオーケストラと協演するなど世界的に活躍している。レパートリーはバロ
ック音楽から現代音楽を網羅し、国際的に高い評価と人気を得ている。カールスルーエ国立音楽大学教授。
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○竹沢絵里子（ピアノ）
広島市出身。カールスルーエ国立音楽大学を拠点にヨーロッパ等各地でコレペティトール（公式伴奏講師）
、またソリス
トとして活躍。昨年、ＮＨＫＦＭベスト・オブ・クラシックに出演するなど日本国内においても活動の場を広げている。
■入場料：一般 2,500 円 大学生 1,500 円・ 高校生以下 1,000 円（税込）
*チケット取扱い：ヤマハ広島店、広島アーツ楽器にて
■主催：トランペットとピアノのマチネーコンサート実行委員会
■共催：エリザベト音楽大学
■後援：中国新聞社・広島県吹奏楽連盟・
（株）ヤマハミュージック中四国広島店・広島アーツ楽器
■協力：広島文化会議準備会・ＮＰＯ法人セトラひろしま
●お問い合せ・チケットの申込み：ＴＥＬ 080-3870-7922

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

┏┓
┗■ 【６】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
└───────────────────────────────────────────────
冒険遊び場づくりモデル事業 ＊セトラひろしまがコーディネートしています！（現在企画進行中・こうご期待！）

冒険遊び場２日だけのオープン！

ぼくらは遊びを取りもどす！

「中央公園こどものひろば」
巨大穴掘り・砂山・木登り・たき火・落ち葉プール・どろんこ遊び‥自由！
未体験ゾーン‥遊びはそこにある！

遊び場解放区開設！
■日時：2010 年 11 月 27 日(土)・28 日(日)の 2 日展開 10:00〜16:00
■場所：中区中央公園西エリア
■主催：広島市こども未来局・中央公園冒険遊び場づくり連絡協議会
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┏┓
┗■ 【７】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』
講座参加受付中！
チャレンジング・アーティストシリーズ vol.3

『日本画メイキング話』
ゲスト作家：横山由美子・新生加奈・中内共路
×
聞き手：末武太（俳優・映像作家）
10 月 4 日（月） 19:00〜21:00
場所：グランカフェ（上八丁堀 4-1 グランドタワー１F ）
参加費２０００円（軽食・ドリンク付き）
知っているようで知らない日本画の魅力について語る。広島市立大学日本画出身の若手作家３人と広島で活動する俳優・末
武太によるトークバラエティー。

問い合わせ：０８２−５４５−７６１１（NPO 法人セトラひろしま内）
０８２−２１１−３２６０（NPO 法人アートプラットホーム G）
…………………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【８】こどものための伝統文化教室 NOW
└───────────────────────────────────────────────
今年の暑さは、厳しいと言う言葉だけでは、表現できない身体にジンとくるものですね。
９月になって急に、体がだるくなってきたのは、歳のせい？？と思いたくないこのごろです。
７月に例年の「やきもの教室」を湯来の森川先生の工房で行いました。
自然にかこまれ、アヒル、犬、猫、金魚のいる空間での、花器作りは、今までの作品より完成度の高い、個性的なものになり
ました。出来上がりが、楽しみです。
その時に、こんないいところで「いけばな合宿」をしたらどうかな〜という話がでました。
今月、１８日、１９日、一泊二日の「いけばな合宿 IN 湯来」をすることに。
初めての企画で、どうなるか解りませんが、工房のいろんな場所に花を生けて、実際の
生活空間で花を美しく表現する体験学習をしたいと思っています。
楽しい時間になればと願っています。
（竹澤 和）
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┏┓
┗■ 【９】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
いやー暑い。夏は強い筈だったけど、今年の暑さには参ったーです。袋町公園の花壇も無残な様相になりました。平和大通
りもガーデナー倶楽部が引き受けている「瞑想花壇」と、“ポーチュラカ“を植えた花壇以外は観賞に耐えない状態です。今
年の夏、花壇を良好な状況に保つには、毎日の水遣りが欠かせませんが、実際の対応はマンパワーに頼るしかなく、なかなか
難しいです。真夏の２ヶ月程度は”花のない花壇“もやむを得ないかと悩むところです。
猛暑も今年だけで終わってくれるか、更に長期に気温が上昇していくのか、考えると空恐ろしい気がします。経済との両立は
悩ましい問題ですが、ライフスタイルの大転換が求められているのかもしれません。当面、我々で出来ることは、化石燃料の
使用を抑制するため、みんなが、身近なところから、エコな生活を実践することでしょうかね。
（本山）
■活動報告（８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、除草を行いました。
●道の里親制度➡➡➡➡➡➡➡ 袋町公園周辺市道の清掃活動を３回行いました。
■活動予定（９月・１０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
９月→→２日、９日、１６日、３０日
１０月→→７日、１４日、２１日、２８日

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
〒730-0035 広島市中区本通１−６ ミタキヤビル４Ｆ
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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