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

 

謹んで豪雨による災害のお見舞いを申し上げます 

この度の集中豪雨による被害を受けられた皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。 

一刻も早い行方不明者の救出と、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。 

 

 あなたのご親族、お知り合いに被害を受けた方はおられませんか？ これが毎日の挨拶になってしまいました。 

私の知り合いにも亡くなられた方がおられます。広島市道路交通局の竹内さんです。商店街で都心交通対策のことなどを一

緒に尽力してもらっていた人です。残念です。ご冥福をお祈りいたします。 また、当店のお客様で被害を受けた方もおら

れます。多分、皆さんの中でもそういう方がおられるのではないでしょうか。大変な状況になってしまいました．．． 

 元々広島は平穏な気候で、この夏も四国や九州で災害があっても、広島だけは免れてきたので「きっと大丈夫だろう」と

いう気持ちはどこかにあったと思います。「まさかこんな大災害が起こるとは！」が正直な感想です。しかし「何かしなけれ

ば！」と気持ちがはやるのですが仕事があるのでボランティアにも行けない．．．そこで商店街として各店で「義援金」募集

をすることにしました。現在義援金箱を製作中ですので９月１日頃より、中心部商店街の各店に箱を設置できると思います。

ご協力の程よろしくお願いします。 

 セトラひろしまでも、これから何が出来るか話し合いたいと思っておりますが、とりあえず現在は、グリーン関係とＡＨ！

そしてもとまち自遊ひろば等のルーティンワークと、インディケット、大イノコ祭りに注力しています。 

 それでは今月もセトラ通信をご覧下さい。            （NPO法人セトラひろしま 理事長 若狭 利康） 
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┏┓ 
┗■ 【１】グリーンプロジェクト NOW 
 └───────────────────────────────────────────────── 
◎グリ－ンプロジェクト 
 ８月初めまで、雨が降らず、モニュメント裏に隠れて、水切れを起こしていました、シマトネリコは切り戻しを行い、ど

うにか蘇生しました。ネコ被害に遭った花壇は今の所、落ち着いています。しかし倉庫は相変わらずです。 
（報告：オザキ マサヒロ） 

 
■定期活動報告 
 ☆８月２１日    シマトネリコの剪定、花柄摘み 清掃    参加者：松原、牧野、尾崎 
 
 
◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
 
残暑お見舞い申し上げます。今夏は、夏だ！という実感のないままにお盆も過ぎ去り、このまま季節も変わって行くのかな？

と思っていた矢先のこの土砂災害！朝のニュースに呆然とうそでしょ！！と思いたいテレビからの映像に立ちつくしてしま

いました。皆さん、被害はありませんでしたか？ 
異様な夜の雷の競演に不気味さを感じながらも、お盆休みの疲れから爆睡してしまい、スマホの土砂災害警戒情報も何の役

にも立たずでした。突然、不慮の災害で命を落とされた方々に、ただただ手を合わすことしか出来ない自分に歯がゆい思い

をしております。 

セ ト ラ 通 信 
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お陰さまで、我が倶楽部も活動11年目に突入しました。ほそぼそと花好き会員が構築した活動ですが、セトラの皆様が暖か
く見守って下さったお陰だと感謝いたしております。 今年度よりパワーアップを目指し、今までの活動で培った知識を何

らかの形で残していきながら、スキルアップしたいという新たな目標を掲げ、邁進したいと思います。引き続き、応援宜し

くお願い致します。                           （報告：ソーシャルガーデナー倶楽部） 
■活動報告 
 ☆ ７月３０日（水）   ８月６日を迎えるにあたり、プラザ前の美化活動 
☆ ８月２０日（水）   総会（第１０期決算報告など）  
              袋町小学校児童との花育活動に使う花苗の種まき 
■活動予定 
 ☆ ９月１０日（水）   プラザ周辺 定例活動 
☆ ９月２４日（水）   ビオラ ポットあげ 

 
━━* 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！ 7月  

７.20イベントAH!レポート 
6月のエールエールから、再び本拠地 アリスガーデンに帰ってきたAH! 暑い熱い夏のAH! です！！ 

まずは、チャーリーダンススタジオさんのダンスステージ！炎天下の中、エネルギー全開のステージです。 

 

続いて、Alice First Chance。挑戦者は、3組。KAZUYAさん・莉子さん・Jswalkerさん。 

    

Jswalkerさんは、アリスカフェからの刺客！ 混戦の歌対決を制したのは、KAZUYAさんでした！ 
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そして、ライブペインティング。まずは、くまさん。自身が日々歩んでいく中で、身を持って実感したこと。その文字には、い

つもハッとする大切なことが息づいています。 

つづいて、YUICHI さん。やはり「大切なこと」、「考えるべきこと」が，その表現に息づいています。ぜひ，その表現に直

に触れてみてください。 

 

    

 

Hiroshima Club Scene、YUICHIさんのキャンバスをバックにスタート！今回はDandimiteさんはお休みですが、 

DRIBBLAさん・TAKKINAL Dさん、7月の太陽に負けない熱い、そして笑いもある充実のライブでした！ 

   

 

IDOL-ROOM、トップバッターは、りるーつさん。熱狂のステージ！さ 

て、今回のIDOL-ROOMは、スペシャルなステージ。9月にメジャーデビューシングルリリースが決定した北海道のアイドル、

WHY＠DOLL（ホワイドール）さんが登場しました！WHY＠DOLLのTシャツを着たファンも駆けつけ、熱い声援が――アリスガ

ーデンに集まった大勢の観客を魅了しました！！ 

   

地元広島のアイドル ひろしまMAPLE☆Sさんも、渾身のステージ！灼熱のアリスガーデンの厳しさを感じさせない、 

さわやかな、エネルギーあふれるライブでした！ 

 

そして、Beatboxバトル 8名のBeatboxerによるトーナメント――それぞれの個性が、激しくぶつかります。 

    
戦いがすすむにつれ、会場のボルテージも上がります。決勝は、優勝経験者のRikiyaさんと、youskさん！！ 
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結果は……youskさんの優勝！ 岡山から来て下さったBeatboxerです！地元広島のBeatboxerを見事に破りました。 

 

つづいてもバトル！Dance Dance Danceバトルです！バトルの前には、キッズダンサーによるダンスショーが！ 

  

 

  

 

そして、迫力のバトルへ――今回はいつもより多い10チームが登場！ 波瀾もありました。前回優勝のスーパーノバが初

戦で姿を消してしまいました。何が起こるかわかりません。決勝を前に、ジャッジのNabeさんとHEROさんによる圧巻

のダンス！！会場が沸きかえります！決勝は、MacBeeとコービー。一度のジャッジでは、決着がつかず、延長戦！白熱した

戦いは、コービーが制しました！！ 

 

  

 

 

西島瞳さんは今回は、バンドと共に登場です！圧倒的な歌唱力――会場が一体になるステージ。親しみやすいトークも魅力。

パワーあふれる歌声に大勢の観客が聴き入っていました。 
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さて、この日最後のステージは、Dia do Brasil（ブラジルデー） まずは、ブラジルの音楽 ショーロから。 

Bossa no Ar（ボッサ・ノ・アル）のお二人の演奏。CMなどでも使われる有名な曲「ブラジルの水彩画(Aquarela do Brasil）」

も披露されました！そして、サンバ！サンバチーム ROSA DE HIROSHIMA（ホーザ・ジ・ヒロシマ）のみなさんが登場！！ 

3人のダンサーも登場し、お客さんも巻き込みながら、盛り上がります！アリスガーデンの熱気も最高潮に達しました！！ 

    

 

ブースの方も充実、大人気のもちもちポテト、 

    

 

こちらは、めずらしい猪肉ウィンナー！飲食だけではありません。はんこ屋Hononoさんによるはんこの手彫り実演販売！

そして、今回は、文教女子大学の子育て支援グループ「ぶんこ」さんの協力による子育て支援ブースも展開。 

幅広い人が楽しめるAH! です！！ (文章:近藤倫生) 

 

【８月のAH! イベント・データ】 

平成26年８月17日 （日） 天候：晴れ  来場者数：5,600人 

共催：広島青年会議所（広島情熱発信2014） 

内容： 

●ステージ 

ＭＣ：TomoT 

12:00～ チャーリーダンススタジオ 

12:45～ Alice First Chance  BIG☆WA！ 、秋山健二、愛和（まなと） 
    ベストチャンス賞：秋山健二 
14:00～ 大書パフォーマンス：くま、ライブペインティング ：YUICHI＆太鼓打ち雷男 

14:25～ BeatBoxバトル 

15:25～ Hiroshima Club Scene  DRIBBLA DANDIMITE TAKKINAL-D 

16:25～ IDOL-ROOM   ひろしまMAPLE★S アンダー 

16:45～ ひろしまMAPLE★S スペシャルライブ！ 

17:20～ “Dance Dance Dance”バトル 

19:00～ 広島情熱発信2014～広島県情熱大賞他各大賞 表彰式 

 

 

■ブース 

★広島情熱発信2014関連ブース  ★アーティストのプロモーションブース  

★AH!飲食ブース   ★夜街芸術ナイタートブース 
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８月のAH!  REPORTは次号で！ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

好評です！AH! ＲＣＣラジオ番組でオンエア！ 

“AH! FUN RADIO” 
月曜日 夜 19：30～19：55 (25分) 

 

AH!やINDIKETの情報をコアに、広島市中央部エリアのイベントやアート情報など、現在進行形で発信！ 

広島中央部と広島の玄関・・「空港」「広島駅」「宇品港」を結んだ 

広島カルチャー・プロモーション・プロジェクト！ 

主催：Cocoro-to 共催：広島市中央部商店街振興組合連合会・NPO法人セトラひろしま 

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

AH!の予定！ 
9月13日(土)/ 

10月11日(土)- 12日(日 ) インディケット2014  / 

11月20日（木）えべっさんスペシャル  /12月6日(土)  エイズデーバージョン 

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

次回のAH!は ・・・2014年９月1３日（土）@ アリスガーデン 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

広島のカルチャーをアリスガーデンから全世界へ!! 

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】インディケット‘14  開催決定！  
┗■ └──────────────────────────────────────────── 

自主制作作品の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  

 

ジャンルを超えた自主表現系アーティストによるマーケット＆プロモーション・ステージ 

日時：2014 年 10 月 11 日（土）、12  日（日） 2 日開催 12：00～20：00 

会場：広島市中区アリスガーデン 
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＊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。広島をインディーズ アー

ティストのメッカにしようと、音楽、ダンス、パフォーマンス、アートと、ジャンルを超えて自主制作作 品のマー

ケットとプロモーション・ステージを行うイベントとして 2005 年以来毎年開催され、今年、記念す べき 10 回目

を迎えます。 

■2013年実績  

●エントリー・アーティスト 

＊37組の参加（音楽系：18組、ダンスパフォーマンス系：7組、アート系：7組） 

●動員数（アリスガーデン）：二日間合計：13,000人 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

■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 共催：アートひろしま製作委員会 

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

■企画内容 

【INDIKET HIROSHIMA】 

自主制作作品のフリーマーケットとプロモーション・ステージの展開 

●プロモーションライブステージ：音楽部門15分、パフォーマンス部門10分 

●アートマーケット：自主制作作品による（CD、DVD、アート作品、グッズ等） 

・ 

★エントリーは３部門 

《Ａ》音楽部門（第二次募集）《ライブステージ（15分）＋ブース出店（CD/ﾁｹｯﾄ等) 》 

 

第一次募集エントリーアーティスト： 

佐々木リョウ・香音(kanon)・原田侑子・オールスターズ・辻啓太・DRIBBLA・naco・The SpadeStar  
 

《Ｂ》パフォーマンス部門《ライブステージ（5～10分）＋ブース出店（実演/ｸﾞｯｽﾞ等)》 

 

《Ｃ》アート部門《ブース出店のみ（作品･実演等・出店は原則2日間） 

 

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

募集締め切り 9月16日（火） 

別紙応募用紙に記入の上、FAXかメールでお申し込みください。 

FAX：082-545-7612 E-MAIL：info-desk@indiket.net 
 

エントリーアーティストの発表 9月22日（月） 
＊審査結果はメールでお伝えします。また、公式サイト、FBページにて発表。 

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

お問い合わせ・・・インディケット事務局 

      〒730-0035  広島市中区本通1-6  ミタキヤビル4F（ＮＰＯ法人セトラひろしま内） 

      TEL：082-545-7611  

■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 
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┏┓  【４】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「もとまち自遊ひろば」 

子どもの発想と創造力で自由に遊べる遊び場です。♪ 

～ぼくらのアソビは無限大!∞!～ 

  
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 

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

「もとまち自遊ひろば」の会 ７月 活動レポート 

（報告：ゆうえん隊 六百田） 

１，ひろば活動 

・７月１３日(日) 中止（午前８時 降水確率60%｜60% のため） 

・７月２７日(日) 晴時々曇：参加者 82名（R 64名･新 18名/リピート率 78%）、ゆうえん隊 5名 

 ☆川掃除・川遊び、HAP「巨大キャンパスに描こう!」 

  

【27日】 

本日、待ちに待った川遊びの日。自遊ひろばが始まって4年。地域による事情等があり、こどもたちが遊ぶ実情はあるもの

の、なかなか中央公園内にある堀川を遊びのエリア内とできずにいた。しかし、このたび地道に活動してきたこともあってか、

地域で応援してくださる方や保護者の方から肯定的に受けとめていただいたこともあり、川遊びが実現することとなった。い

つもは、「川に行ってくるね。」と多少なりとも遠慮がちに言ってすぐ側の川へ行くひろば常連のこどもたち。この日ばかり

は服の下に水着を着て自転車に乗ってきたらしく、思いっきり川遊びを楽しんでいた。幼児の参加も多く、大人もこどももみ

んなで川掃除という名の川遊びを楽しんでいた。中央公園という魅力的な環境の中で、こどもたちによって地形を活かした

様々な遊びが豊かに発展していけるようこれからも見守っていきたい。同時に、夏に多い水の事故、熱中症については、引き

続き留意する。 

さらに、午後から西区の公民館の方と約20名の中学生たちが、自分たちの住む地域をよりよくするプロジェクトの一環とし

て、自遊ひろばへ見学・体験にやってきた。普段はない中学生の訪問に、初めは様子をうかがっている小学生たちだったが、

幼児も含め小さい子から大きい子まで一緒になって遊ぶ姿が多く見られた。それを緩やかに暖かなまなざしで見守られていた

公民館職員やスタッフの方の姿。こどもたちが思いっきり遊べる環境づくりを広げていくためにも、今後もこのような地域に

根差した活動をされている方々を受け入れ、またその趣旨を発信していきたい。 

          

２，個人協賛金・寄付品について 
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・２７日(日) １，１００円   その他、飲食料品等を提供いただく。    

 

３，ひろば活動に関する諸連絡 

日誌がＭＬの共有ファイルに適時ＵＰされているので、ご覧ください。 

 

４，事務局の活動 

・ＭＬ連絡、調整、経理（川成） 

・データ打込み、アンケート集計（松本） 

・ＳＮＳの管理（南部） 

・日常活動の準備（備品購入・整理、アンケート、日誌、名簿等） 

・学生ボランティアの調整、連絡 

・広報、諸連絡等 (六百田) 

                

＜ひろばの様子＞ 

   
  デッキブラシで川掃除のような川遊び?!    いかだをつくるじいちゃんと孫    いかだに乗る女の子 

    
タイヤブランコ？！          川遊びイロイロ♪            足もイロイロ♪ 

 

  

【自遊ひろばの情報は・・・】 

（公式ブログ）ひろばの様子をぜひブログでご覧ください。 
http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog-entry-68.html 
（公式フェイスブック）いいね！をよろしくおねがいします。 
https://www.facebook.com/jiyuuhiroba 
 

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

これからのひろばのよてい (平成２６年度前期) 

9/14（日）・28（日） 

ひろばのじかん 10:00～16:00 

参加無料！ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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┏┓  【５】 文化交流プロジェクト 
┗■ └──────────────────────────────────────────── 
 

大イノコ祭り 
■開催日:平成26年11月8日(土)・9日(日) 雨天決行 

■場所： メイン会場／袋町公園  サブ会場／並木通り・アリスガーデン 

亥の子巡行／本通商店街・金座街商店街 

 

「大イノコ祭りを支える市民の会」発足！ 
平成２６年７月１０日に「大イノコ祭り」を応援しようと「大イノコ祭りを支える市民の会」が発足されました。 

今回の祭りの企画を練ってきました「若イノコ衆」を中心に市民有志が集まっています。月２回のペースで、大イノコ祭り

本体の運営委員と合同で、企画・運営会議を行い、毎回白熱した会議が行われています。 

会 長：木村成代（NPO法人アートプラットホームG理事） 
副会長：南部崇（会社役員）、松川友和（イベント・プロデューサー）、石原悠一（アーティスト） 

 

「並木通り歩行者天国」実施決定 
平成26年11月9日（12：00～16：00） 

メイン会場袋町公園での大イノコ祭りの参道としての役割もかね、美人時計ファッションショー、広島美容専門学校による

ショー、学生団体のミスコン公開審査、ロカビリー・、よさこい、美容室によるカットショー、コスプレのショーなど 、

にぎやかに行われます。また歩道部では手作り雑貨等マルシェブースが開催されます。 

 

 
 

参加型セレモニー「はばたき」 実施！ 
平成26年11月8日(土)～11月9日(日) 

今回の新企画として、世界中から広島に寄せられた沢山の折り鶴、希望へ向けての「はばたき」をテーマとし折り鶴のお焚

き上げを行うという、新しい形式の参加型セレモニーが「大イノコ祭り」に連動して実施されます。 

●一つの炉に折鶴の羽を１羽１羽広げながらくべていく。炉は竹のサークルの内側を2時間（一刻）ごとに移動させ、１日

で一周する。二日間かけて、100kgの折鶴を燃やす。 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

セトラひろしまの新しい取り組み！！！ 

「夜の街の芸術を考える会」の事務局をしています！！ 

  『ひろしま夜街芸術“ナイタート” 』  

《夜街芸術の発信を通した流川・薬研堀界隈の新しい魅力の発信》 

夜街芸術“ナイタート” 

流川・薬研堀界隈を巻き込むアートプロジェクト 

新地ギャラリーを軸に「夜街芸術ナイタート」が展開！ 

 

以前より公募展を開催しご好評を頂いている流川「新地ギャラリー」におきまして、今年度から「夜街芸術ナイタート」を

開始しました。 

ギャラリーを中心に作品を展示し、今年度は4グループのアーティスト集団による作品展示を計画され、今回、第二弾「横川

商店街劇場2013-2014/シェアアトリエ横川創荘」が開催されてます。 

合わせてアートフリーペーパーの発行。こちらはナイタートの展示内容だけでなく、アートに絡めて流川・薬研堀界隈をメイ

ンとして近隣のお店の情報を盛り込んでいます。 

 

企画第二弾 

「横川商店街劇場2013-2014/シェアアトリエ横川創荘」 

8月23日～11月3日 ＠流川「新地ギャラリー」 

2013.10.28-11.3 に横川商店街で行われた横川商店街劇場2013「横川モンマルトル」の振り返りと、今年の10.25-11.3 に

行われる「ニュー横川シネマパラダイス」の予告を、パネルなどで紹介。 

アートで行う新しいまちづくりに注目！その他、主催の横川創荘メンバーの作品も展示される。 

 

       
＊ギャラリーの場所はこちらです！           アートフリーペーパー第二弾発行！ 
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2014年8月6日 とうろう流し 

「被爆６９周年 慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music”」 

2014年8月6日、広島は被爆69周年の原爆記念日を迎えた。 

「とうろう流し」開催に合わせ、音楽演奏を奉献し、原爆死没者供養と平和への祈りとした。 

 
●慰霊のための音楽奉献 “Offering of Music” 18：00～20：45 

＊流れ行くとうろうに向けた音楽演奏（献納） 

◎演奏：2014とうろう流しゾリステン---音楽奉献団 

榊 記彌栄 ＜Kimie SAKAKI / 筝・17 絃（Koto）＞・福原 一閒 ＜Ikkan FUKUHARA/篠笛＞・大野友梨子＜Yuriko OONO /

薩摩琵琶＞・伊藤 紀江 ＜Norie Ito/ クラリネット＞・三宅珠穂 ＜Tamaho MIYAKE/キーボード・アコーデオン＞小林義

男＜Yoshio KOBAYASHI/ Computer performance＞・Takashi Suzuki《Computer performance》 

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

■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 

 

  

 

 

 
┏┓ 
┗■ 【６】地域環境プロジェクト NOW 
 └─────────────────────────────────────────────── 
 先日（１９日）、「ＦＭはつかいち」のラジオ番組 「エコしま専科」に出演しました。フリーアナウンサー藤井尚子

さんの質問に答える形で５５分間、セトラの活動についてプロジェクト毎にしっかり話してきましたよ。近藤君が作っ

てくれた、セトラの会員募集チラシが大いに役立ちました。環境プロジェクトの活動についても袋町公園美化活動と、

おそうじ隊活動など お話してきました。  
また、ソーシャルガーデナー倶楽部の活動も忘れず話しましたよ。話下手の自分がどこまで伝えられたかは疑問です

が・・・。    
音楽リクエストで佐々木リョウ君の“我、君を想う”をかけてもらいました。いい歌です。いい声です。 （本山） 

 
 ７月に行った活動 
● 袋町公園美化・定期活動➡➡雨と台風接近などで２回中止、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➡➡➡  
     
◎８月、９月の活動スケジュール 
● 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                            
８月→→７日、２１日、２８日 
９月→→４日、１１日、１８日、２５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 ３１人 協力会員 ３１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◇ 


