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

大雨の被害が出ております。お住まいの地域は大丈夫でしたか？ 

しかし雨が上がったと思えば猛烈な暑さ。梅雨も上がりましたが、突然真夏って感じですね。体調を崩されないように、

どうぞご自愛下さい。 

セトラでも先日１５日(日)のＡＨ！は、猛暑と強風の中でしたが、多くの動員があり盛況でした。新しい若者中心の体制

も定着して、中身も充実しております。まだご覧になってない方も、一度覗いてみてください。楽しめますよ！来月は８月

１８日の開催予定です。 次の日には「もとまち自遊ひろば」もありまして、多くの子供たちで賑わったようです。炎天下

の中、石丸良道副理事長をはじめスタッフの皆さん、お疲れ様です！！ 

現在、広島県商店街振興組合連合会の事業として「ソーシャル・メディア講習会」を３回シリーズで開催しました。対象

は商店街関係者ですが、セトラも入っています。講師は「まちなかホコテン」のときにファッションショーを成功させた山

下ミカさんです。爆発的に増えつつあるスマホに、どう対応するかの一つの動きとして勉強しています。今後の商店街の方

向性に影響があるでしょう。 

今年は２年に一度の「広島国際アニメーション・フェスティバル」の年。本番は８月２３日からですが、その前夜祭が   

２２日(水)にアリスガーデンで開催されることになりました！神楽の上演や食べ物ブースも出るようです。初めての試みで

すので、皆さん是非とも来場してみてください。 

さて、これからの予定として、８月６日のとうろう流しでは、昨年に続いてセトラ企画にて「慰霊のための音楽奉献」を

実施します。今年は「hapeace(ひろしま平和芸術週間)」さんとのコラボになります。また１０月のインディケット、１１月

の「えべっさん」に向けての準備も始まっています。 

暑さにもめげずセトラも頑張りますので、みなさん、応援の程よろしくお願いします！ 

それでは、今月も情報満載の「セトラ通信」を最後までお読みくださいませ。 

 （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 
 └───────────────────────────────────────────────── 
アリスガーデンでは、梅雨の時期に毎年倉庫に水溜りができ、イベントなどで使われるイス等が、カビだらけになってし

まっていたのですが、昨年取り付けて頂いた、換気扇によってかなり緩和されています！地下に降りるのが、この時期は辛

かったのですが、今年は少し楽しいです？（笑） 
このセトラ通信が出る頃には、梅雨も明けて、夏真っ盛りだと思います。水遣りの季節になりました。 
セトラグリーンプロジェクトチームで手分けして、7月中頃から行います。程良い暑さで、適度に雨が降ってくれる夏になる
ことを願ってマス！！？ 

                      （報告：オザキ マサヒロ）
 
グリ－ンプロジェクト 

■活動報告 

☆アリスガ－デン 
・７月１９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 
参加者：雨天のため、グリ－ンプロジェクトスタッフ３名（牧野・松原・尾崎） 
作業内容：①花がら摘み、除草、ひまわりの支柱立て ②清掃活動 
 

■活動予定 

セ ト ラ 通 信 
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 ○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…） 
○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 
 いよいよロンドン五輪が始まりますね。25日のなでしこジャパンから 8月 12日まで夜更かし・早起きで睡眠不足の日々
が続きます。4年の月日の経つ速さにただ驚くばかりですが、確実に体力の低下はひしひしと感じずにはおられません。（悲）
「ロンドン！ロンドン」と賑わっているものの、やはり大雨被害・原発・オスプレイ・消費税・節電・いじめと辛痛な思い

の中、いまいち盛り上がりに欠けているように感じておりますが、皆さんはいかがですか？日本の代表に大きな盛り上がり

を期待したいところです。「ガンバレ！日本」 
昨年は、街路樹の枯れが目立つ程の暑さでしたが、今年は繰り返されないことを願いつつ、車から夏色の景色を楽しんで

おります。 
■活動報告 
☆７月１１日(水)   焦げ鉢インパチェンスの手入れ 
          サークル花壇の植替え マリーゴールド・サルビア 
          ハンギング用のスタンドの作りかえ 
■活動予定 
☆８月２３日(火)     ２０１２年総会 
          ビオラの種まき作業 
決定！！ 
☆１１月１４日(水)  袋町小学校1年生児童との花育活動 
 
                                                          

━━* 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。 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
【トピック（NEW）】 

■平成24年度8月以降の企画は、平成24年度広島市「区の魅力と活力向上推進事業」として採択されました。 

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

2012年７月のAH! 
【イベント実績】 

■日 時：平成24年7月15日(日) 

■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 賛：イー・モバイル広島中央（通信回線・出店）、ステージユニオン広島（音響・照明）他 

■企 画 内 容：ライブステージ・アートブース 
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●ステージ 

13:00～ Alice First Chance <①大石 和也 ②佐藤 真語 ③加藤 雅大 ④U字神事> 

＊ベストチャンス賞 大石 和也 

14:20～ THE INDIKET  <もゆ> 

15:00～ ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ<KOD + candy doll> 

15:45～ 石川真帆 

16:30～ The Club Seen<①ZAO ②TOY SOLDIER> 

17:00～ “Dance Dance Dance”バトル 

18:00～ 「広島ＳＴＲＥＥＴ魂（スト魂）」<①コンクリート②GreenSupply③佐々木リョウ> 

20:00～ ライブペインティング<① 熊谷哲也②Yuichi+kiyo(orbit)×keta Light(illumination system) > 

■ブース 

・イー・モバイル広島中央・ブース、・アーティストのプロモーションブース 他 

 ・「はんこ屋」（手彫りのはんこ実演販売、はんこを使った雑貨） 

 ・パインジュース（就労支援センターアーチ） ・ＢＥＥＲ＆軽食ブース 

 ・子育て支援ブース（授乳室＆遊び場）  11:00～15:00    

＊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 

【詳しいレポートは来月号で！】 

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

★ ここからは前々回、5月のAH! レポートをお届けします。 

GWのイベントAH! “Alice Kids”レポート 前半（3日・4日） 

 

5月のAH! は、3日・4日・5日と3日連続でお届けしました！ 

3 日はチャーリーダンススタジオのみなさんによるパフォーマンス。そして、4 日のトップバッターもチャーリーダンス

スタジオのみなさん。毎年恒例です。  

このあと、急遽 佐々木リョウさん登場！急遽でも充実のステージ。そして、姉妹イベントINDIKETとのコラボステージ。

5月は橘高優士さん。INDIKET2009の優勝者でもある実力派アーティストです。 

    

 

Hiroshima Club scenEでは、DOUGH BOYさんが登場！その楽曲 RED WINDは、カープ公認の応援歌です。さらに、流川

からNGK98も、ステージに参戦しました。会場も興味津々！  

 続いては、"Dance Dance Dance"バトルHEROさん派とNABEさん派の対決！グランプリは、HEROさん派のOne Self Crew。 

奇しくもこの日はHEROさんの誕生日でした！！ 

 

  

バトルの興奮も冷めやらぬ中、ライブペインティングの準備が進み……もちろん、こちらも熱いパフォーマンス！ 

手紙家 熊谷哲也さんによる、ありのままの表現が爆発する圧巻の書！そして、毎回、ブースも開いています！  

つづいて、YUICHIさん。ユーモラスなMCから、迫力のライブペイントへ。全身運動で描き続ける10分間！圧倒的な存在

感です。 
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そして、今度は歌。香音さんのステージ！NabeさんHeroさんとのコラボレーションです。 

 

 IDOL-ROOM(アイドルーム)では、毎回、アリスガーデン全体がハイテンションに！今回は、りる～つ☆のみなさんとメイ

パレのみなさんが登場しました。アイドルを応援する熱心な観客のパフォーマンス（オタ芸）も、波及しつつあります。 

 

 

広島STREET魂は、今回……ステージとオーディエンスが、ほぼゼロ距離に！！そこへ、万貴音のお二人が登場。 

 
 スト魂もテンションMAXで進行！トリは佐々木リョウさんです。ひきつづきゼロ距離！多彩なオリジナル曲とカヴァー情

熱もMAXのステージでした！ 

 

 ブースは、今回も盛りだくさんでした。ココナッツジュース＆パイナップル。生ビール＆生野菜。 

 
 幻霜ポーク。そしてもちろん、イー・モバイルさんも！色とりどりのイベントAH!です！ 

 

 
GWのイベントAH! “Alice Kids”レポート 後半（5日） 

 

5 日は、今年もエル・コンボ・デ・ラ・パスさんのステージから！ラテンのサウンドに会場も湧きます。「こどもの日」と

いうことで、広島ジュニアマリンバアンサンブルのみなさんによる演奏もありました。実力派です！ 

 

 

  

そして小学生演歌歌手 松崎梨央さんも11月のえべっさん以来、半年ぶりにAH!のステージに登場してくださいました！も
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ちろん、こちらも実力派！わたなべよしくにさんは、ふんわりと癒されるような歌声――穏やかな時間が流れます。 

 そして、こちらも癒し系ボサノババンド Blueberry Shortcake（ブルーベリー・ショートケイク）のみなさん。 

メンバーのユッキーさんはボーカルとしての初舞台とのことですが、堂々のステージでした。つづいては、ロックバンドThe 

Rebel Butch（ザ・リベル・ブッチ）が登場！パンクな音に女の子の持つ「かわいい」や「せつない」を乗せた音楽―― 

 

  

森恵さんは、今年もアリスガーデンのステージに帰ってきてくださいました！人をひきつけてやまない歌声が響きます。1

月に出たばかりの1stミニアルバム「世界」の楽曲も披露されました。10月には、初のフルアルバムも発売されるとのこと

です！ 

 

最後は、春秋分点さん。見るもの聴くものを独創的な世界へといざないます。 

この日は「和」のテイスト。 

空に浮かぶ満月前夜の小望月とも相まって幻想的な雰囲気でした。 

(文章:近藤倫生)(写真：NAKAYANX他) 

 

【次回のAH!は……8月18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 

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

《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です。 

自主制作作品のフリーマーケットとプロモーション・ステージがドッキングした広島インディーズの祭典！ 

参加者募集！！！ 

 
 

【トピック（NEW）】 

●平成24年度「アリスガーデンパフォーマンス広場AH!」の関連企画として「区の魅力と活力向上推進事業」として採択さ

れました。（今年は、「アリスガーデンパフォーマンス広場AH!」と共催でお届けします。） 

●音楽部門では沖縄のアーチストより参加申込みなどがありました。SNS などを活用して参加募集をしておりますので、参

加の輪は昨年に増して広がることが期待できます。また今年は、PVなど活動場面を動画サイトにアップしていることが条件

となっていますので、参加者のレベルもアップしそうです。 
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■今年のインディケットについて また 参加者募集要項については・・・ 

★INDIKET HIROSHIMA公式サイトHP：http://www.indiket.net/ 
 

■Facebookページも開設しています 

★http://www.facebook.com/indiket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【４】広島文化会議 NOW 

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

「新藤兼人 百年の軌跡」記念事業 総括 

セトラひろしまが事務局を勤めました「新藤兼人 百年の軌跡」記念事業、先の7月5日、実行委員会が解散し全ての事

業を終了いたしました。以下実績と総括をご報告いたします。みなさまのご支援・ご協力に対して感謝いたします。 

 

【観客動員実績】 
◎記念上映   ○広島市映像文化ライブラリー：7,947人  ○ＮＴＴクレドホール・プレミアム上映会：1,011人 

        ○広島県興行生活衛生同業組合加盟映画館：1,975名 合計：10,933名 

◎記念展示   ○旧日本銀行広島支店：7,164名  ○広島市立中央図書館：3,565名 合計：10,729名 

◎その他の事業 ○プレミアム試写会：60名 ○歓迎会「俳優・柄本明さんを囲んで」：75名 

        ○プレミアム・パーティー：184名  合計：319名 

◎総動員数：21,981名 

 
【総 括】 
《監督の故郷広島へ込めた思いを受け継ぐ》 
 

新藤兼人監督の百歳のお祝いに、全県下で、監督作品 48 作品の上映というかってない企画や、監督の郷里広島ならではの

展示企画の実現ができ、上映企画・展示企画と観客動員が2万2千人を数えたことは誠に嬉しく有意義であったと思います。

短期間の準備で内容もほぼ計画通りに実現できたことも評価されるべきことと感じます。 

 

事業終了後、監督の訃報に接しましたが、広島県人としてこの事業をやっていなかったら悔いを残すことになっていたと思

います。最後の最後に、私たち市民・県民の思いが伝わり、監督も、広島を愛しながら逝かれたのではないだろうか・・と、

思うものです。 

 

また、監督作品を若い人たちに見てもらう機会となり、監督作品ばかりか脚本作品の上映も望む声もありました。映画館関

係者の現場では若いスタッフに監督作品の良さを知ってもらうことができました。何よりも「生きているかぎり 生きぬき
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たい」という監督の言葉を広く普及でき、その言葉に触発された若い人たちが、自分たちの表現を始めるなど、若い人たち

に反響も大きく、本事業の目的である、新藤兼人監督が故郷広島へ込められた思いを次世代へ引き継ぐために大きな財産を

残すことができ、やるべき役割は果たせたと思います。 

 

今後も新藤兼人作品の上映やアーカイブの整備などを通して、監督の思いが受け継がれていくことを望みます。 

最後に、本事業に寄せられた皆様方の多くのお言葉、いただいた多くのご支援・ご協力に対し、感謝いたします。 

2012年7月5日 

記念グッズ 

記念グッズは、好評につき、引き続き販売しております・・・よろしくお願いします。 

購入お申込みは・・・セトラひろしま事務局へ！！！ 

台本風プレミアム手帳 

あえて台本風にしてみた手帳です。全作品の解説や記念展示の内容、新藤監督作品の広島県内ロケマップなど

盛りだくさんです。定価：500円（税込み）  Amazon でも販売！ 

台本バッグ 

台本の大きさに合わせたバッグです。新藤監督作品にちなんだ手描きのイラスト入りですべて模様が違う一点も

の。プレミアム手帳を入れるにふさわしいプレミアムなバッグです。白も黒もカワイイ仕上がりに！定価：2,000円
（税込み）  Amazon でも販売！ 

クリアファイル 

「新藤兼人 百年の軌跡」オリジナルロゴ入り記念のファイルです。 定価：250円（税込み）   

 
 

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

今年も、とうろう流しの日がきます。 

原爆死没者供養・被爆67周年 平成24年度 ピースメッセージとうろう流し 

音楽関連行事・・・・・慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music” 

■日時：2012年8月6日(月)   

■場所：元安川親水護岸 とうろう流し会場  

■主催：とうろう流し実行委員会（広島祭委員会・広島市中央部商店街振興組合連合会） 

■共催：hapeace(ひろしま平和芸術週間) 

■企画コーディネート：特定非営利活動法人セトラひろしま・広島文化会議準備会 

■内容： 

●音楽によるピース・メッセージ 15：00～16：00  by hapeace(ひろしま平和芸術週間) 

   ＊演奏 ・広島ジュニアマリンバアンサンブル ・広島ジュニアオーケストラ 

       ・ＶＯＸＲＡＹ 

●慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music” 18：00～20：30 

＊流れ行くとうろうに音楽を捧げます。 
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【2012とうろう流しゾリステン---音楽奉献団】 

《筝・17 絃》榊 記彌栄《篠笛》福原 一閒《薩摩琵琶》大野 友梨子《篳篥》三浦 元則《クラリネット》伊藤 紀江《シ

ンセサイザー》船田奇岑 《ギターエレクトロニカ》marron《打楽器》宮本 直美《クリスタルボウル》 はら・まゆ魅 

 

●「ピースライトを灯して・・・」（連動企画） 19：30～18：30頃 

慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music”に合わせ、親水テラス対岸で「ピースライト」を灯した慰霊の送り火

を行う。 

 
《昨年の様子》 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【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 

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

中央公園冒険遊び場 

 

  

子どもの発想と創造力で自由に遊べる遊び場です。♪ 

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） 
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【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 

【もとまち自遊ひろばの会 6月 活動レポート】 

ひろば活動は、5 月に比べ、参加者人数が減少。2 回とも朝小雨が降っていたこと、運動会の開催が多かったこと等が原

因に挙げられる。一方、大人カフェに手をかけることができた。地域の話し合いに参加させていただく機会にも恵まれ、地

域との関わりが増えている。 

 

１，ひろば活動 

6月 3日（日）小雨→晴 参加者27名 リピート率52％（基町地域1名） 

 スタッフ数 16名（ボランティア1名） 

6月17日（日）朝雨→晴 参加者25名（基町地域2名） リピート率40％  

スタッフ数19名（ボランティア6名） 

２，会議、行事参加など 

07日（木）遊会          19:00～20:30 セトラひろしま  参加者8名 

12日（火）基町保あいさつ     10:00～10:45 基町保育園    参加者3名 

     カンナクラブ会議     19:00～20:30  基町小学校    参加者3名 

15日（金）明日の基町を考える会  19:00～    ほのぼの基町   参加者1名 

28日（木）拡大遊会        19:15～21:10 セトラひろしま  参加者15名 

29日（金）明日の基町を考える会  19:00～    ほのぼの基町   参加者2名 

 

３，諸連絡、アンケートから 

・リピーターアンケート実施。支え隊に興味を持つ方、アイディアが出る。 

・台車で道路に出そうになる。エリア外にでる子ども（特に幼児）に注意。 

・受付近くの手形の石に赤ペンキ付着。（缶に穴が開いていた？） 

・幼虫が出始める時期。フィールドチエックを念入りに。同時に熱中症対策。 

・大人カフェ人数増え始める。リボーン市に興味を示す大人ちらほら。カンパが集まる。 

 

４，事務局の活動（定期活動以外） 

・賛助会員募集に伴うチラシ作成、組織案・会則作り及び郵便振込による口座開設の準備 

・運営マニュアル今年度版作成中  

・賛助会員、同意書メールアドレス記載者向けのメルマガ作成中。 

・昨年度からのデータを整理し、いつ誰が来たか（来場者）基町地域の方がわかるように整理。 

アンケート中間報告の準備。 

報告：松本浩樹（事務局担当） 

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

これからのひろばのよてい (2012年度前期) 

8/5(日)・18(土)・19(日)  9/2(日)・16(日)・30(日) 

ひろばのじかん 10:00～16:00 

参加無料！ 

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

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 

 └─────────────────────────────────────────────── 
袋町公園の美化活動が６月末で３００回に達しました。２００５年スタートして丁度７年、参加者は述べ３,４４８人になり

ます。メンバーは相当数入れ替わりましたが、参加してくれたみなさん、ごくろうさま。ご支援して下さっているみなさん、

ありがとうございます。 

当日は梅雨の合間の曇天で、清掃の後に、たわわに実った公園内のヤマモモの収穫を行いました。いつの間にか大勢の人が集

まり、賑やかな収穫祭となりました。収穫後にはセトラ会員、藤村君の横浜お土産とお茶で３００回のお祝いをしました。  

（本山）

 

 

 

 

 

 

■活動報告（６月） 

●袋町公園美化・定期活動➡➡ゴミ収集と除草を３回行いました。 

●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。 

●並木通り美化活動➡➡➡➡➡サークル花壇の花植えを行いました。 

 

■活動予定（７・８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 

７月→→５日、１２日、１９日、２６日 

８月→→２日、９日、２３日、３０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 ３１人 協力会員 ３０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◇ 


