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

この度の東日本大震災で被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げ

ます。日々伝わる大震災の惨状と、遅々として進まない福島原発の復旧状況に、ただただ心を痛めるばかりで、自分が具体

的に何が出来るのかが思いつかないでいます。そんな中で２つの行動がありました。 

グリーンチームの尾崎君を中心としたアイデアで、放射線除去に効果があると言われる「ひまわり」をアリスガーデンや並

木通りに植えて、その種が取れたら被災地に送ろうという試みです。ひまわりは笑顔に通じますし、広島から元気を送るに

は最適な企画だと思います。実現することを願っています。 

もう一つは、以前の阪神大震災の際に「阪神エイド」を実施した梶川さん、丸子さんたちが今回も「東日本エイド」と銘打

って、アリスガーデンにて支援コンサートを開催しています。セトラからは石丸さんと石澤さんがお手伝いをしております。

これも広島から元気を送る良い方法だと思います。ただ一つ問題がありまして、当初世話人の皆さんは「チャリティコンサ

ート」としたい意向だったのですが、アリスガーデンではチャリティは許されないのです。つまり、チャリティとは、一端

お客様からお金を頂いて、それを寄付することを意味します。しかしそれは「興行した」ことになり、アリスではＮＧなの

です。ですから単なる「無料コンサート」にしてアリスのそばで募金を募れば問題はないのですが．．．６月の「ゆかたでき

ん祭」でも義援活動を前面に押し出して開催しようと考えていますが、メイン会場である中央通りの路上では、祭りの最中

は混雑するという理由で、募金活動が出来ません。よって、袋町公園やシャレオ中央広場の「着付け直し」や「お茶席」を

有料にしてそれを募金に回したり、募金箱を設置するように考えています。とにかく公共の場所で義援活動を行うことは様々

な制約がつきまといます。そんな規制に文句を言うのでなく、それを守った上で上手にクリアしながら行うのが真の義援活

動ではないかと思ったりしてます。 

また義援とは別の方向からの問題提起もありました。もしも、中心部商店街で大勢の人が行き交っている最中に同じような

災害が起こったら、我々に何が出来るのか？ということです。デパートなどでは毎月の火災訓練や避難訓練が恒例化されて

いますが、商店街にはそんな訓練や災害マニュアルすらないのです！ 我々はどこにどのようにお客様を誘導してよいかさ

え分かっていないのです。 

※本来は町内会や学区組織がそれを担っているのですが、住民が極端に少ない商店街では意味がないのです。 

これは大問題ですので、これから研究して何か対策を講じたいと考えています。 

さて、そんな気分にもめげず、セトラは明るく広島の元気を応援して行きます！！ 

（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 
 └───────────────────────────────────────────────── 
４月より、はしもとまちこさんより、引継ぎと言うカタチで一言書かせて頂きます。 オザキマサヒロです。宜しくお願いい
たします。私事で申し訳ありませんが、現場 を抱えている身の為、季節によっては書けないことがあるかもしれません。 
予めご了承下さい。 
グリーンプロジェクトに関わるようになり６年になりますが、アリスガーデンは過去と比較して、タイルの老朽化によって

地面が浮いたような状態が数箇所で見られます。地下倉庫の床では、相変わらず雨の日の後には、水溜りになっており、破

損する前に補修をしていかないと事故やトラブルに繋がると感じております。モニュメントの花壇や、コンテナ花壇では毎

年工夫を凝らして、植栽していますが農業に近い部分があり、その年の気候にかなり左右されてしまいます。 
今年は不安感を持ちながらも、前に進みたいので、新たな試みとしてひまわりを 植えてみようと思っています。 
今後とも宜しくお願いしますm( _  _ )m                         （報告：オザキ マサヒロ） 

セ ト ラ 通 信 
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グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

○定期活動 
☆アリスガ－デン 
・３月１７日(木) 定期活動・アリスガ－デンの花壇等のメンテナンス 
参加者：共同作業所あおぎり５名 共同作業所トムハウス３名 中電ボランティア４名 スタッフ５名 合計１７名 
作業内容：①花がら摘み、除草 ②かん水 ③清掃活動  

④丸コンテナの芝を剥がす。リュウノヒゲ３２ｐ、パンジ－１０ｐ植え込み。 
 ○その他 
・３月３日(木) 中央オブジェ下、芝を全て抜き取り、耕し、元肥を入れる。 

エッジ沿いにタマリュウ苗ポット植え付け。 
・３月７日(月)・１４日(月)・２９日(火)  手入れ・水やり ９：００～１１：００ スタッフ延７名 

■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ィア自由参加です。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 →→→ 冬は暖かい服装で、風邪をひかないように…） 
 ☆アリスガ－デン：毎週月曜日 ８：３０～１０：３０ スタッフによる花の手入れなど 
 
ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 

■活動予定 

 ☆４月２７日（水）  フラワーフェスティバルに向けての交流プラザ前の手入れ 

 ☆５月１８日（水） 袋町小学校児童との花育活動 

 

                                                                                                                                                      
━━* 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事業です。ひろしまの街文化の発信を通して

広島市センターエリアの新しい魅力作りと観光拠点の創出を目指し、2004年 4月より、広島市の「へそ」、アリスガーデン

で活動を続けております。 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ＲＥＰＯＲＴ！ 

アリスガーデンパフォーマンス広場ＡＨ！ ４月！ リニューアル第1弾 【Report】 

2011年４月1６日(土)  14：00～19：30 「東日本大震災」義援募金活動と連動開催。 
 

見た目も中身も新しく！  

テントも新調され、ロゴやインフォメーションのデザインも変わりました。コンセプトも“アーティストのプロモーショ

ン”を重視したものに。 

というわけで、アーティストによる企画シリーズ「広島STREET魂」、通称「スト魂」も始まりました。「スト魂」では、AH！

初となるUSTREAM中継も！！  

それでは、リニューアル第1弾 新生AH！の様子をお届けします。 
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まずは、インディケット2010参加組。 

ほのぼのとしたmupeさんの歌声！ 勢いと情熱あふれるYUICHIさんのライブペインティング！  

そして、毎回インディケットの実力派メンバーを迎えるインディケット枠には、ベストテクニック賞にも輝いたうずらさん

が出演、渾身のステージが見られました！！ 

この模様は当日、RCCさんの夕方のニュース、翌日朝刊で中国新聞さんにも取り上げていただきました。 
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つづいて、新生AH！の目玉企画、「スト魂」が始まります。USTREAM中継も始動！MCは「スト魂」主催のシンガーソングラ

イター、佐々木リョウさん！！ 

 オープニングは、広島のダンスユニットmerciによるパフォーマンスでした。華やかに始まったシリーズ初回。AYMさんは、

テクニックあるハートのこもったステージを展開！ RIKOさんは、過去のAH！にも出演してくださっていましたが、20歳の若

さとは思えない充実した歌声！ 万貴音のお二人は、華のあるステージ！ 広島で有名なCMにタイアップされた曲も披露して

くださいました。会場のテンションもどんどんUP！！ カメラ班も、盛り上がり、ついつい写真を撮りすぎました…… 

「スト魂」1回目の最後は、佐々木リョウさん。やっぱり、今回も人をひきつけてやまないステージ。ユニークで楽しい歌、

心にしみ通る歌……多彩な魅力を前に、アリスガーデンの人の数は着実に増加しました。 

 

 

新生AH！第1回目全体の最後は、“orbit”さん。Yoshimillionwonderのkiyoさんとmasmさんによるnu missionです。自然と、

体を動かしたくなる、というより、体が動いてしまう！ 踊りだしてしまう！！ そんなサウンドでした。 

リニューアルしたアリスガーデンパフォーマンス広場 AH！、次回はゴールデンウィークバージョン。 

5月4日祝日12:00からお届けします！ 

USTREAM中継は17:00開始の「スト魂」から配信！ ぜひみなさま、ご来場もしくはご視聴ください！！ 

（報告：近藤倫生） 

 

 



 5 

【イベントデータ】 

4月16日（土） 

14:00～ mupe（ギター弾き語り） 

15:00～ ライブペインティングＢlue lab. YUICHI 

16:00～ うずら（キーボード弾き語り） 

  

17:00～ 新企画：スト魂（広島ストリート魂）USTREAM配信実施！ 

        スト魂オープニング merci.(ダンスユニット) 

        17:00～  AYM 

        17:30～ RIKO 

        18:00～ 万貴音 

        18:30～ 佐々木リョウ 

 

19:00～ kiyo×masm nu mission“orbit” 

       kiyo(drums)・masm(sax) 

 

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

ＡＨ！平成23年度、4月からパワーアップしてお目見え！新しいコンセプトとコンテンツご期待ください！ 
● Indiketの日常展開版という考え方で、ＡＨ！をアーティストの積極的なプロモーションイベントにします。 

  またこれまでのIndiketで高い評価を受けたアーティストが登場します。 

● 「スト魂」 など、若手アーティストのプロデュースによるライブステージの新シリーズが始まります。 

● 「アリス・ファースト・チャンス（仮称）」など、新人アーティストが参加できるチャンスを作ります。 

  （7月頃から） 

● Usteram中継やtwitterを活用した広報を積極的に展開します。 

 

★ お知らせ 

ブース出店募集中！！ 

アーティストの皆様、企業・店舗様、団体様、アリスガーデンパフォーマンス広場AH！では、随時、協賛ブースの出店を

募集しております。 

個人様でも出店可能です。 

までぜひお気軽にお問い合わせください！！ 

 

ＡＨ！フライヤー（2011年4月-8月） 配布協力店舗 募集 

2011年8月までのプログラム情報を掲載したフライヤーです。配布につきご協力賜りたくお願い申し上げます。 

何卒よろしくお願い致します。 

                              

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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次回のアリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！ 

ＡＨ！PRESENTS 東日本大震災義援“ALICE KIDS” ＧＷ特別企画 ＣＯＭＩＮＧ ＳＯＯＮ！ 

2011年5月3日(火)祝日、4日(水)祝日、5日(木)祝日 アリスガーデン 

 

イベント中、会場内で東日本大震災義援募金活動を行い、集まった義援金は全額日本赤十字社へ送られます。 
 

●ステージ 

 

5月3日(火)祝日 

16:00～ チャーリーダンススタジオ・ダンスステージ  

 

5月4日（水）祝日 

12:00～ 石井杏奈 

12:40～ mupe 

13:20～ ホロボシ 

14:15～ ライブペインティング Blue lab. YUICHI 

15:15～ チャーリーダンススタジオ・ダンスステージ 

16:00～ 橘高優士 ＊新シリーズ 「インディケット」で高い評価を受けたアーティストが毎回登場します。 

 

17:00～  「スト魂」 ＊新シリーズ……シンガーソングライター佐々木リョウが担当する新コーナー。 

毎回90分のステージに、多彩なミュージシャンが参加し、歌にメッセージに広島ストリート魂をぶつける。スト魂 

 

18:45～ 森恵 

 
5月5日（木）祝日 

13:30～ エルコンボデラパス 

14:30～ ジュニアマリンバアンサンブル 

16:00～ 「ゴー！ゴー！子どものしあわせフェスタ」 

17:30～ 春秋分点 

18:30～ yoshimillion wonder 

 

【アーティスト紹介】 

☆石井杏奈 

アクターズスクール広島出身の高校生シンガー。 

2009年1stシングル「がんばるけん」、2010年、2ndシングル「路面電車に乗れば」をリリース。 

2011年5月3rdシングル”You’re my Hero”をリリース。 

広島を中心に全国へとその声は届けられ、今後の活躍が注目されている。 

☆mupe 

むぺ。石ころや風や草原のでてくる歌が多い。パルコ正面玄関前から続くアーケード、「金座街」で、金曜日の夜に歌ってい

る。 

☆ホロボシ 

昨年から広島を中心にライヴハウス、バーイベント等で活動中。心安らぐ前向きな歌を、ピアノととも届ける。 

☆blue lab. YUICHI 

広島市出身。アートパフォーマンス集団Blue lab.代表。 

広島県内を中心に展示や、各種イベントでのライブペイント、壁画制作、ボディペイントを行っている。2010年からBlue lab．

KIDSを立ち上げ、ショッピングモール等で子ども達が自由に表現できる場を提供している。 

☆橘髙優士 

尾道市出身。十八の時、海田町に引っ越してから音楽活動をはじめ、現在も「ライヴ楽座」を中心に精力的に活動中。 
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☆佐々木リョウ  

おはようからおやすみまで、あなたのココロに安らぎを。をモットーに広島から全国へ音楽を発信中の佐々木リョウ。小６の

時、友達がかっこよくギターを弾いている姿を見るやいなや実家にあった親父のクラシックギターにかぶりつく。時は流れて

２２歳。音楽と付き合って１０年が経った。３年間の東京時代を経て、地元広島を拠点に全国各地を夜行バスか青春18切符で

駆け巡る。音楽=旅=人生の方程式により、よりリアルな音楽を作り続ける。 

☆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活動を始め、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。 

現在、東京都内にてプロモーション活動中。 

【メジャーデビューシングル第二弾 2011.4.13発売!!】  

『笑顔でいられるように』 CTCR-40332 

（cutting edge） / ￥1,000（tax in） 

☆エル･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”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た。 

多彩な国籍のファンを持つ注目のバンド。 

☆ジュニアマリンバアンサンブル 

子供たちによるマリンバ打楽器アンサンブル。一人一人が体中で音楽を感じ、全身を使って生き生きと個性豊かに演奏する。

「ヒロシマ国際平和文化活動推進団体」としての認定を受け、ニューヨークのカーネギーホールをはじめ、世界各国で国際親

善に努めている。 

☆春秋分点 

打ち込みをベースにロック、電子音楽などを演奏する実験音楽ユニット。2010年には宮島大聖院でのパフォーマンス等、アー

ト系イベントにも積極的に参加。小林義男（Guitar、 Synth）、谷口悟（Bass）、 紫水（Vocal） 

☆Yoshimillionwonder 

広島で活動中のダンスフロア対応型Quintet。 

Yoshimi (Pf）と、Kiyo（Dr）、Hiroshi（Bass）で、2007年頃からトリオとしての活動を開始。 

2008年、Saxプレイヤー Masumi（T.Sax）、 

2009年にtoku （S.Sax）が加わり、現在は広島を拠点に精力的にLiveを展開している。 

 

■ブース・コーナー展開 

アーティストのプロモーションブース 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/  

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【３】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 

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

プレーパーク（冒険遊び場）づくりの取組 

 
都市化の進展で、原っぱ、空き地といった遊び場が減少しています。子どもの健やかな成長にとって遊び場は重要な要素

であることから、子どもが自由に遊びを創造できるプレーパーク（冒険遊び場）づくりを行っています。 

 

平成23年度は、広島市こども未来局よりこの取組に関連した以下の２事業が委託される予定です。 

 

①「中央公園冒険遊び場モデル事業」 

プロジェクト１ 常設展開モデルの試験実施 7月頃から11月末まで定例的に行う。 

プロジェクト2  周知のためのイベントの開催 11月末（昨年と同じ時期） 
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②「プレーリーダー養成事業」（新規） 

理念学習の徹底と現場における体験的学習により20名程度のリーダーを養成します。 

 

 
《昨年11月実施の中央公園冒険遊び場》 

 

以上、セトラひろしまは総力をあげてコーディネートします！ 

【関連ブログ】 

http://boukenasobiba.blog.fc2.com/ 

 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】街なか文化活性化プロジェクト・・「明日の広場」 

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

セトラひろしまが事務局をしています、広島文化会議準備会よりのお知らせです。 

 

『広島文化会議』      

Hiroshima Global Culture Forum 

 

世界恒久平和と人類の未来を祈念する広島で、市民による広範な活動によって、地球上の生命の多元的共存を実現する、

来るべき地球化社会の文化＝「明日の文化」の創造と発信のために、旧球場跡地に計画されている「市民広場」を、世界に

開かれた新しい市民文化創造の場として位置づけ、「市民広場」を拠点としたグローバルな文化芸術祭の開催や、日常的に

展開するさまざまなイベント等文化活動の促進を提案します。 

 

広島に新たな市民文化創造の場＝『明日の広場』を！ 

LOVE FOR TOMORROW  『明日の広場』 

 
【『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』のプロジェクト】 

① 旧広島市民球場跡地を起点とした、新たな市民文化創造の場＝『明日の広場』の形成 

② 広島におけるグローバルな文化・芸術祭の開催 

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 
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【『明日の広場』は、広島の賑わいと観光コンテンツ創出の拠点】 

 『明日の広場』では、芸術文化・スポーツ・食・コミュニケーション等、日常的に様々なイベントが行われることによっ

て、広島の魅力的なローカル文化の創造と発信拠点となります。それは強力な観光コンテンツを醸成し広島の賑わい創出の

原動力となります。 

 

【『明日の広場』は、地球の祭り場】 

『明日の広場』は、世界に開かれた広場として地球的な祝祭のメイン会場となります。それは国や地域、民族を超えて人々

のエネルギーが未来へ向かって解き放たれる、人類の「明日」が創造される場であり、地球の『祭り場』です。 

 

《プロジェクトの実現のために》 

「明日の広場」の実現には、広島の文化活性化のための環境整備を行う日常的な活動が不可欠です。私たちは、以下の３

つの市民参加・活動プラットホームを設置し、活動を始めることを提案します。 

 

〈３つの市民参加・活動プラットフォーム〉 

①情報文化活性化プラットホーム  

②イベント促進プラットホーム  

③文化交流促進プラットホーム  

 

    
＊上の画像は提案趣旨パンフレットです。入手ご希望の方は、セトラひろしま内広島文化会議準備会まで 

 

【関連ブログ̶-「明日の広場」】 

http://asunohiroba.blog108.fc2.com/ 

現在、将来的な「世界芸術祭」開催の足がかりとして、求心力のあるアートプロジェクトが提案され、実施が検討されています。 

 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【５】INDIKET NOW 

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

＊AH!の姉妹イベントであり、広島インディーズの祭典である「インディケット」の情報です。 

 

■INDIKET'10 コンピレーションアルバム 5/14(土）より発売開始！ 

広島インディーズの祭典である「インディケット」・・・・来たる5/14(土）、INDIKET'10コンピレーションアルバムを 

発売いたします。 

このアルバムは、INDIKET'10参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

ッケージしています。   
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【収録曲】 

1.“ネコがギャー ”/ オールスターズ     2.“家路” / 橘髙優士  

3. “オレンジ ”/ Fairy days        4．“This is my life”/ うずら  

5.“アカシック†レコヲド ”/ アカシック†レコヲド         6.“ろばのうた” / mupe  

7.“Symmetry” / Art Pot          8.“CANDY” / 横川エレクトロクラブ  

 

定価 ￥800（税込）  ご購入希望の方はインディケット事務局へ！ →   

 

■INDIKET'10 コンピレーションアルバム 『レコ発ライブ』 開催決定！ 

INDIKET'10コンピレーションアルバム発売を記念し、ライヴ楽座にてレコ発ライヴを開催いたします。 

 

 

★5月14日(土)  ＩＮＤＩＫＥＴ’10レコ発ライヴ Ｖｏｌ．１ 

         ＊出演アーティスト：オールスターズ、うずら 

       

★5月29日(日) ＩＮＤＩＫＥＴ’10レコ発ライヴ Ｖｏｌ．２ 

         ＊出演アーティスト：Fairy .days、橘髙優士、アカシック†レコヲド、 

        

各日とも、２０：００開演で￥１,０００（ワンドリンク付き）です。 

【場 所】ライヴ楽座 （ライヴ楽座ホームページ → http://www13.ocn.ne.jp/̃rakuza/） 

 

 

「インディケット」参加アーティストによる個性的で多様な表現が聴けるチャンスです！ 

皆様お誘い合わせの上、是非ともお越し下さい。 

 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【６】こどものための伝統文化教室 

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

こどものための伝統文化教室、ジュニアいけばなクラスと合同で、平成 22 年度コースの終了を記念し、展示発表会を行

いました！ 

「ジュニアいけばな五人展」 

【日 時】平成２３年３月１９日(土) １２時～午後５時 

【場 所】広島市まちづくり市民交流プラザ ４階 ギャラリー 

【内 容】 

●いけばな展示 

●自由参加～わくわくドキドキ造形あそび 「不思議の庭」をつくろう！(13：00～15：00） 

● “不思議の庭”コンサート (15:00～16：00） ＊こどものための伝統文化教室生徒による琴の演奏 

●終了式 



 11 

主催：NPO法人セトラひろしま（ジュニアいけばなクラス・こどものための伝統文化教室）  

後援：中国新聞文化センター 

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）、ゲ

スト講師/森川容子（陶芸家） 

 

  

《共同制作 「不思議の庭」》                    《終了式》 

 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【７】地域環境プロジェクト NOW 

 └─────────────────────────────────────────────── 
恒例のセトラの花見会は、桜も満開、食材もグッドで、例年になく暖かくて最高でした。東日本大震災の自粛ムードの影響で

しょうか、袋町公園の夜の花見は我々のグループのみで少し寂しい気がしました。その代わりというのか、昼間の花見は賑わ

ったようで、公園は花見のゴミでいっぱい、ゴミ箱も溢れ返っていて、花見の前の一仕事で汗を流しました。  

袋町公園の美化活動も４月７日で２５０回を迎えました。間もなく７年目に入ります。活動を物心両面で支えてくれたみなさ

ん、参加メンバーのみなさんに心より感謝申し上げます。活動の後、メンバーと桜を眺めながら、作業所で作ったパンとお茶

で楽しみました。  

花壇のパンジーも元気で公園を訪れる人々の目を楽しませています。困っているのが昨年より目だって多くなった花壇の犬猫

の糞です。気温が上がると悪臭もただよいます。飼い主の躾が一番だけど、何か良い方法はないかなと思いつつ毎回処理して

います。                                               （本山） 

 

■活動報告（３月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計４回、花柄摘みと除草、ゴミ収集を行いました。 

●道の里親制度➡➡➡➡➡➡➡袋町公園周辺市道の清掃活動を４回行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

■活動予定（４月・５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 

４月→→７日、１４日、２１日、２８日 

５月→→１２日、１９日、２６日（★花の植え替えをします） 
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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 
 〒730-0035 広島市中区本通1-6 ミタキヤビル4F  
TEL：(082)545-7611 FAX：（082）545-7612 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◇ 


