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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
世間は年度末の月ですね。企業・行政では慌ただしい時期だと思います。我が店とセトラひろしまは決算月が違うのでど
こ吹く風ですが、行政の人事異動が気になりますね。今年も良い人に当たりますように．．．！
３月のＡＨ！は、ちょうど「3.11」と重なることもあり、２日連続の復興応援スペシャルとなりました。ここ至るには裏
話がいろいろあるのですが、長くなるので割愛します。とにかく、いろんな人の尽力の賜物と、若いアーティスト、ミュー
ジシャン、ディレクター、ボランティアの皆さんの努力の結果、とても充実した中身の濃い２日間となりました。関係者の
皆さん、お疲れ様でした！ これが来年以降の新たなイベントの「種」になることを期待しています。
「新藤兼人 百年の軌跡」も目の前に迫り、準備も佳境に入っています。先日も、新藤兼人作品の良さを知ってもらうため
に、第２回「支援の会」を兼ねて「プレミアム試写会」を開催しました。代表作でもある「裸の島」を観ましたが、セリフ
のないモノクロ映画にも関わらず、その映像からは「人間が生きるとは」という主題がダイレクトに伝わる素晴らしいもの
でした。さすが絶賛されているだけのことはあります。試写会の狙い通り、他の作品も観てみたくなりました。各映画館、
広島映像文化ライブラリ、そして５月１２〜１４日のクレドホールでの上映会も、是非ご来場下さい。日銀跡地での展示も、
着々と準備が進んでいます。４月７日のテープカットには俳優の柄本明さんの参加も決定しました。どうぞお楽しみに！
毎年恒例、セトラの「大花見会」を４月１１日(水)に開催します。焼肉ほぼ食べ放題＆ほぼ飲み放題！今年もおいしいお
肉を準備しますよ！ 是非皆様お誘い合わせの上ご参加下さい！
それでは、今月も情報満載の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
└─────────────────────────────────────────────────
三月に入り、昨年の大地震のことを思い出します。被災地の早い復興を願っております。私は６・２９土砂災害の経験者
なのですが、災害から１０年以上が経過した今も、心の傷はなかなか癒えるものではありません。毎年、梅雨時期の大雨に
なりますと、息が詰まります。PTSD（心的外傷後ストレス障害）だと思います。恐らく東北地方の被災者の方も、苦しんで
いらっしゃるのではないか？と思います。心の傷の為、外見は健康に見えたりもするので、人に理解されにくい病気です。
そして友人知人に相談しにくい障害もあります。そんな症状の気を紛らわす為に思いつくのは、私は趣味でした。音楽、絵、
生け花、etc・・一時でも忘れる時間がありますと、気分が楽になりました。少しでも被災地のお役に立てないかと思い、昨
年個人的にひまわりの種を配布させて頂きました。
・・花を見て笑顔にはなれないとは思いますが、少しでも気分が安らげば
と言う自分勝手な想いだけでした。
「昨年お手伝いして頂いた方に重ねて御礼申し上げます」そして昨年採れた種が欲しい方
は私までお知らせ下さい。また、今年も可能であれば少しでも植えたいと思っております。宜しくお願いします。
追記
春になりアリスガーデンの花も満開になる準備をしています。
（報告：オザキ マサヒロ）
グリ−ンプロジェクト
■活動報告
○定期活動
☆アリスガ−デン
・２月１６日(木) 定期活動・アリスガ−デンの花壇等のメンテナンス １０：００〜１２：００
作業内容：①植え込み（ガ−ベラ・ビオラ）②追肥、除草、手入れ ③倉庫整理・清掃活動
・２月１日(水)・２１日(火)・２８日(火)
作業内容：①補植 ②除草、追肥、手入れ ③かん水 ④清掃活動
■活動予定
○定期活動
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☆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…）
○メンテナンス作業
☆アリスガ−デン：毎週１日〜２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
寒暖定まらぬ日々が続きますが、皆さんお元気でお暮らしでしょうか？
桜並木の枝がうっすらピンク色がかる景色に、春はもう少し！とワクワクさせられます。昨年、植え掘り起こし、植えたチ
ュリップの球根が、芽を出してくれました。形・大きさがバラバラで発芽することはないとほぼ諦めていたにもかかわらず、
ほとんどが芽を覗かせてくれました。命のリレーを感じずにはいられない感動を覚えました。何気ないことのようですが、
昨年の３月１１日以降、
「生かされている命」
・
「絆」等
ふっと思い馳せながらも、何もできない自分の非力に情けなさを感じます。
倶楽部も善意が基で活動が続けられていますが、おしとやかな女性の集まりで外への発信が出来ず、会員の新加入が今後
の目標となっています。今後、年数回のガーデニング講習会公募等の計画を進めてまいります。
また、来る４月５日、大阪「さくや花館」の見学・５月下旬に柳井市「フラワーランド」の見学を計画しております。
ご参加希望の方は、お問い合わせください。大歓迎です。
是非とも、私たちの活動を宣伝してくださいますよう、これからも応援宜しくお願いいいたします。
■活動報告
☆３月１４日
春の勉強会
講師 大橋 雅江先生
♥ハンギングバスケットの作り方
♥公共花壇の新しい取り組みについて
大阪「さくや花館」の見学
柳井「フラワーランド」の見学
■活動予定
☆４月１１日
☆５月１６日

平成２４年４月５日
平成２４年５月下旬

フラワーフェスティバルを迎えるにあたっての美化活動
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
└─────────────────────────────────────────────────
街の『感性価値』アップ・・街文化はここから生まれる
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…何よりも街が発信する『感性価値』の増殖を目指し、2004 年 4
月より、広島市の「へそ」
、アリスガーデンで活動が続けられている。広島自生の街文化の今を示すショーケースであ
り、遊歩する多くの人々の足を止めている。
……………………………………………………………………………………………………………………………………

アリスガーデンパフォーマンス広場 ＡＨ！
2012 年 3 月・10 日〜11 日
Hiroshima Alice Garden

「ＡＨ！3.11 東日本復興支援スペシャル」
震災 1 周年特別企画として、東日本の復興を願い募金活動とともに、
広島からエールを送りました。
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【イベントデータ】
■日
■場
■主
■後

時：平成 24 年 3 月 10 日(土)〜11 日(日)
所：中区アリスガーデン
催：アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会
援：広島市、中国新聞社、中国放送、広島テレビ放送、広島ホームテレビ、テレビ新広島、広島エフエム放送、
ＦＭちゅーピー
■協
賛：大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会、積和不動産中国、ヤマダの甘栗、ランドフューチャー、イー・
モバイル広島中央、ステージユニオン広島
■企画・制作：AH！STATION
■観客動員数
【3 月 10 日(土)】 晴れ
8,500 名
【3 月 11 日(日)】 曇り・時々小雨
8,000 名
■内
容】
●ステージ
12:40 まなみのりさ
13:00 中央通商店街 大声大会”おらぼーで”
14:40 Alice First Chance
1.ジン（ボーカル）2.Megumi（ギターボーカル） 3.JEKYLL. （大道芸） 4.Maker’s Mark （ギターデュオ）
ベストチャンス賞：JEKYLL.
16:20 ライブペインティング *Blue lab. 熊谷哲也&YUICHI
17:10 スト魂（広島 STREET 魂）
*出演アーティスト：Merci、MAKI、政成潤哉、佐々木リョウ
19：30 ORBIT（SAX ＆ DRUMS---エレクトリック・ナチュラル・ミュージック）
●ブース：東日本復興支援募金ブース、ヤマダの甘栗、積和不動産中国、イー・モバイル広島中央、
ランドフューチャー(肉巻おにぎり)、子ども服、アートブース
【3 月 11 日(日)】
●ステージ
12:30 チャージスロー よしもと広島
12:50 大道芸：JEKYLL（ジキル）
13:10 メインディッシュ（よしもと広島）
13:20 ＣＲＯＯＮ PRESENTS 「6 人のシンガー」
出演：ＣＡＺＵＭＡ・Moe・ＫｅＹ・ゆうじ・ＴＡＫＡ・Cｒｅａ-ｚａ
14:46 黙とう
14:50 大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会 キャンペーン
15:00 フリータイム（よしもと広島）
15:40 ライブペインティング*Blue lab. 熊谷哲也&YUICHI
16:30 ダンスバトル
17:10 ジ・アイドルズ 出演：Ｒｅ：√ｓ（りる〜つ☆）・メイパレ・ＫＯＤ
18:40 下定弘和
19:10 佐々木リョウ
●ブース：東日本復興支援募金ブース、大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会、
ヤマダの甘栗、積和不動産中国、子ども服、ランドフューチャー、アートブース

【詳しいレポートは来月号で！】
【来期上半期の AH!の開催予定日】
4 月 14 日(土)・5 月 4 日(水)・5 月 5 日(木)・7 月 15 日(日)・8 月 18 日(土)・9 月 16 日(日)
内容もパワーアップ！従来の「Alice First Chance」「ライブペインティング」「スト魂」に加え、
新企画として「ダンスバトル」「アイドル枠」「インディケット枠」が登場します！
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【次回の AH!は・・・・4 月 14 日(土) お楽しみに！！】

アリスガーデンパフォーマンス広場 AH! 情報局
http://ahinfo.blog39.fc2.com/

┏┓
┗■ 【３】広島インディーズの祭典 INDIKET 情報
└──────────────────────────────────────────

４月！待望の INDIKETʼ11 コンピレーションアルバム発売！
１．
“君を乗せた飛行船”／赤井仁美（5ʼ22”
）
２．
“さびしんぼう”／橘高優士（4ʼ54”
）
３．
“For you”／妙 華（4ʼ38”
）
４．
“春 感”／松本ナリアツ（4ʼ47”
）
５．
“たちまち”／も ゆ（2ʼ54”
）
６．
“君のうた”／オールスターズ（3ʼ05”
）
７．
“ハイビスカスのしずく”／うずら（5ʼ27”
）
８．
“君の家族へ〜8 ヶ月前〜”／坂本 全啓（5ʼ51”
）
９．
“Happy Life.”／数田祐一バンド（4ʼ07”
）

ＩＮＤＩＫＥＴʼ11

レコ発ライヴ ＠ライヴ楽座

4 月 19 日(木) 20:00 開演
松本ナリアツ
坂本 全啓
4 月 21 日(土)
橘髙優士
うずら
＊ライヴ楽座：広島市中区立町 6-1 立町ウィング BF1-A TEL082-246-1019

┏┓
┗■ 【４】
「新藤兼人 百年の軌跡」
└──────────────────────────────────────────
※ セトラひろしまが、事務局を担当しています。

広島出身の映画監督・新藤兼人氏。日本のインディペンデント映画先駆者と
して数々の名作を制作し、日本映画の国際的評価を高めた映画人。
「生きてい
るかぎり 生きぬきたい」
。自身の言葉どおり、今年４月、100 歳を迎えるのを
記念し、監督の軌跡をたどる。

「新藤兼人 百年の軌跡」
〜イベントを応援する「支援の会」も発足
広島出身の映画人、新藤兼人監督が 4 月に 100 歳をお迎えになるのを記念する
イベント「新藤兼人 百年の軌跡」がいよいよスタートします。監督作品 48
本の初の一挙公開と、記念展示の二本柱です。より多くの新藤兼人監督作品に
ふれ、監督が映画に込めたメッセージを体感できる貴重な機会です。
映画館共通の上映協力券の販売がスタートしたほか、市民による「支援の会」
も発足し、本イベントを盛り上げようと知恵を出し合っています。皆さんのご
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参加もお待ちしています。ご希望の方は事務局にご連絡ください。
◆第１回支援の会（報告）
日時：3 月 3 日(土)15：00〜17：00 場所：広島観光コンベンションビューロー ３階会議室 参加者 50 名
活発な意見交換の場となりました。本プロジェクトの運営についても多くの貴重な提案をいただきました。その中で、事
前に試写会など行い、特に若い人に新藤監督の作品を知ってもらうことが、本プロジェクトの主旨に合い、プロジェクトの
盛り上がりにつながるのではないか、という提案があり、急遽プレミアム試写会を開催することになりました。
◆「新藤兼人 百年の軌跡」プレミアム試写会＆第２回支援の会（報告）
日時：3 月 17 日(土)17：00〜21：00 場所：広島市まちづくり市民交流プラザ北棟 6Ｆマルチメディアスタジオ
内容：
「裸の島」上映・新藤監督のドキュメンタリーDVD（川本昭人さん撮影）上映
・元石内小学校校長・木村照男さんのお話し
参加者：60 名
「裸の島」上映後、会場は感動的な空気に包まれました。新藤監督のドキュメンタリーDVD 上映や元石内小学校校長・木
村照男さんのお話しは、本記念イベントならではの企画、本イベントの趣旨をより身近なものとしました。活発な意見や感
想が交わされ、若い人の意見も聞くことができました。

○新藤兼人監督作品 48 本 初の一挙公開
プレ上映「一枚のハガキ」
3/31(土)〜4/13(金)

【上映館】シネツイン本通り

最新作「一枚のハガキ」の上映からスタート。キネマ旬報ベスト・テン第一位に選ばれた見逃せない作品です。
プレ上映「一枚のハガキ」
日 時 平成 24 年 3 月 31 日(土)〜4 月 13 日(金)
上映館 シネツイン本通り
※最新作のため、
「一枚のハガキ」のみ上映協力券ではご覧いただけません。ご注意ください。
広島市映像文化ライブラリー
4 月 6 日(金)〜5 月 27 日(日)
監督作品 35 本上映
鑑賞料 大人：500 円 こども：250 円（一部、大人：370 円 こども：180 円）
※65 歳以上の方または身体障害者手帳などをお持ちの方は無料。土曜日はこども無料。
NTT クレドホール・プレミアム上映会
5/11(金)〜13(日) 各日 2 回上映 監督作品 3 本 「裸の島」・「ふくろう」・「三文役者」
鑑賞料 NTT クレドホール 3 日間共通券：1,000 円（1 回のみ有効）
広島県興行生活衛生同業組合加盟映画館
※下記のどの上映会場でも、「一枚のハガキ」を除いて、共通して 1,000 円の入場料金でご覧いただけま
す。また上映に先立って販売いたします「上映協力券」(1,000 円)でもご覧いただけますので、ご利用く
ださい。
【上映館】
シネツイン本通り、広島バルト 11、109 シネマズ広島、ワーナー・マイカル・シネマズ広島
T・ジョイ東広島、呉ポポロ、シネフク シネマモード、シネマ尾道、三原リージョンプラザ

○記念展示
「新藤兼人 百年の軌跡」記念展示 -100 年前の石内にふれる新藤監督の故郷石内村の模型展示に加え、母校石内尋常高等小学校の教室を映画セットのような趣で再現します。
日 時 平成 24 年 4 月 7 日(土)〜24 日(火)
場 所 旧日本銀行広島支店 入場無料
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企画展「新藤兼人を読み解く 100 冊」
新藤監督の著書を中心に、自筆原稿、シナリオ、映画ポスターを展示。新藤監督が書き、語ったメッセージを紹介します。
日 時 平成 24 年 4 月 8 日(日)〜5 月 27 日(日)
場 所 広島市立中央図書館 2 階展示ホール 入場無料

「新藤兼人

百年の軌跡」のゲストに、柄本明さん！

「石内尋常高等小学校 花は散れども」「一枚のハガキ」に出演されている、
俳優の柄本明さんが「新藤兼人 百年の軌跡」のゲストとして、広島にいらっしゃいます！
4 月 7 日(土)には、10:00 から
記念展示会場である旧日本銀行広島支店でのテープカットに、
4 月 8 日(日)には、広島市立中央図書館での記念展示開始に
ご登場される予定です！
▼詳しくは▼

「新藤兼人 百年の軌跡」公式ウェブサイト
http://hyakunennokiseki.web.fc2.com

┏┓
┗■ 【５】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
セトラひろしまは総力をあげてコーディネートします！

“自分の責任で自由に遊ぶ”

中央公園冒険遊び場

こどもが健やかに成長し、自主性や創造性を身につけていく上で、遊びは大切な要素です。
「もとまち自遊ひろば」は滑
り台やブランコなどの遊具はありません。こどもが自らの発想と責任で自由に遊ぶ遊び場です。
中央公園芝生広場の一画に、子どもたちが思い思いに過ごせる場所、子どもの自由な遊び場を開きます。自由な発想から
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生まれる創造的な時間と空間。ゆるやかでときに刺激的な場所。けがも弁当も自分持ち。そこに子どもの“自遊”がありま
す。７月から月に２回程度開催しています。ぜひご参加ください。
詳しくは、広島市ホームページを御覧いただくか電話等でお問い合わせ下さい。
※悪天候の場合は中止します。開催の有無は、当日午前 9 時以降に「おしえてコールひろしま 電話 082-504-0822」でお
知らせします。
【場所】中区中央公園芝生広場周辺（中区基町）
【対象】おおむね中学生以下の子ども（保護者の付き添いは自由）
【内容】遊び場に置いてある縄、段ボールなどの材料やいろいろな道具を使って自由に遊ぶことができます。
※汚れてもよい服装でお越しください。参加するとき、帰るときは必ず受付を通ってください。お昼の弁当や飲み物は、
各自持参してください。
※駐車場はありませんので、公共交通機関などでお越しください。
【お問い合わせ】中央公園冒険遊び場“もとまち自遊ひろば”の会事務局（NPO 法人セトラひろしま内）
TEL 545-7611 FAX 545-7612 e-mail children@cetra.jp
こども未来企画課 TEL 504-2813 FAX 504-2255
………………………………………………………………………………………………………………………………………

【3 月の日程（予定）
】 ３月４日(日)

10：00〜16：00 （少雨決行）

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

【もとまち自遊ひろば レポート】
【1 月 22 日データ】天候：晴れ
参加者数：34 名、内、31 名がリピーター（リピート率 88％）
【2 月 5 日データ】天候：曇り時々小雨
参加者数：36 名、内、10 名がリピーター（リピート率 27％）
【2 月 19 日データ】天候：晴れ
参加者数：71 名、内、31 名がリピーター（リピート率 43％）
※2 月 19 日は今期の参加者数最多記録を更新しました。
………………………………………………………………………………………………………………………………………

平成 23 年度のアンケートを集計しました！
【こども参加者の年齢】
未就学の参加者が 58％と過半数を占める一方で，10 月の中間集計では，37％と 4 割に届かなかった小学生が，42％に増
加，特に 7 歳と 8 歳の合計は，10 月時点の 12％から 16％へと伸びた。
4 歳未満

118

4歳

52

5歳
6歳

44
51

7歳

33

8歳

27

9歳

22

10 歳

13

11 歳
12 歳

5
1

13 歳以上

1

参加者の年齢
10歳
3.5%

11歳
1.4%

12歳
0.3%

13歳以上
0.3%

9歳
6.0%
4歳未満
32.2%

8歳
7.4%
7歳
9.0%

6歳
13.9%
5歳
12.0%

4歳
14.2%

【参加者居住地区】
居住地区からの距離が，参加者の寡多に影響を与えていると思われるが，基町の参加者は，4％で，中区参加者の 6 人に 1
人である。地元への「もとまち自遊ひろば」の浸透が求められる。
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地区別参加者割合
30%
25%

24.4%

20%
16.3%

16.8%

13.6%

15%

14.6%

10%

7.3%
4.3%

5%

0.8%

2.4%

3.5%
0.3%

0%
中区

冒険遊び場はいかがでしたか？

基町

東区

西区

南区

安佐南

安佐北

安芸区

佐伯区

近隣市町

県外

冒険遊び場のことを何で知りましたか？

［４］今回、お子さんの遊ぶ様子や表情を見ていかがでしたか？ 感じたことをご自由にお書きください。（一部抜粋）
・自分から知らないお姉ちゃんと遊んでいったのはびっくりしました。
・意外に自分で判断できる所が多いところに気付きました。
・初めてのことを経験できて、夢中になっていました。最初は、こわいの？と何度も聞いてきて、普段親がいろいろ制限し
ているんだなと思いました。これからはストップをかける前にいろいろと自分でやらせてみようと思います。

［５］今回の冒険遊び場について、率直なご意見をお聞かせ下さい。（一部抜粋）
・スタッフの方と子供達の関係がとても良い。
・もっとこのような遊び場を増やしてほしいです。
・近所の公園へ行っても、常に親がそばにいないといけなかったりするけど、ここでは、距離を
置きながら見守ってる
感じで、むだに「いけない」等、言わなくて良いので親にも子供にも良い場所だと思った。
アンケート総括
「もとまち自遊ひろば」に対しては「とても良かった」という最も好意的な意見が 7 割を超えている。引き続き順調
な展開である。新たに「自分たちの地域にもあったらいい」
「また遊びに（お手伝いにも）来れたら」との記述も現れ
た。こうした声を発展させて，冒険遊び場の取り組みへの意識を高めて，各地域での冒険遊び場開設へつなげていくの
も「もとまち自遊ひろば」の重要な役割であろう。

もとまち自遊ひろばブログ

http://boukenasobiba.blog.fc2.com/
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┏┓
┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
先日、リサイクルの先進企業、簡易食品容器製造販売の「株式会社エフピコ」福山リサイクルセンターを見学に行ってきま
した。スーパーなどから、使用済み食品トレイを回収、再資源化（原料）し、再生トレイ（エコトレイ）として循環させるシ
ステムで、ゴミとして廃棄せず、再生原料として使用することで、CO2 削減にダブル効果があります。システムは生産者、流
通業者、消費者が一体となった協力体制で成り立っています。使用済みトレイが、選別され、原料化されるプロセスが観察で
きて、スーパー入り口の回収ボックスが、より身近な物に感じられ、とても勉強になりました。
工場は想像したより清潔で、多くの人たちが選別ラインでテキパキと作業している姿が印象的でした。若い障害者を積極的
に採用されているそうで、４００名弱、率にして１６ﾊﾟｰｾﾝﾄを雇用しているとのこと。驚きました。それでもまだ、働きたい
障害者を雇いきれていないと云います。ラインを増設したくても、使用済みトレイ（原料）の回収が不足して出来ないそうで
す。原料の安定供給が不可欠です。
回収ボックスを増やし、回収窓口を拡げて、工場に原料が戻る仕組みの拡充が必要です。行政の後押しも重要と思います。
当面、我々消費者に出来ることは、全ての食品トレイを洗って回収ボックスに入れることです。そこからリサイクルが始まり
ます。
（本山）
■活動報告（２月）
●袋町公園美化・定期活動➡➡活動は計３回、ゴミ収集と除草、パンジーの花柄摘みを行いました。
●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（３・４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
３月→→１日、８日、１５日、２２日、２９日
４月→→５日、１２日、１９日、２６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 ２９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◇
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