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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+

暑中見舞い申し上げます。
しかし暑いですねぇ〜 ３７度とか８度とか異常ですね。とても外に出る気になれません。店に籠もっております。先日
もちょっと外出したら気分が悪くなりました。皆様も熱中症には十分にお気を付けください。
８／６が近づいて参りました。今年は７０周年ということで「とうろう流し」でも特別な行事があります。一つは「折鶴
灯ろう」
。ＦＦの折鶴神輿に使う物に電飾を入れて、７基７色を川に浮かべます。灯ろうとのコラボが楽しみです。もう一つ
は「ヒロシマ「」継ぐ展」主催の「バーチャルとうろう流し」
。原爆の子の像近くのテントにて、プロジェクターでＣＧの川
を映し出し、そこにタブレットで書いたメッセージをスワイプすると、ポッと灯ろうが浮かんで流れる、という仕掛けです。
東京との同時開催となります。そしてとうろう流しが始まる前には、小学生約１００名による大合唱があります。曲目は、
「はだしのゲン」の作者、中沢啓治さんの最後の詞に、山本加津彦が曲を付け、加藤登紀子さんが歌っている「愛の川」で
す。もしかしたら加藤さんも来られるかもしれません。そのようなイベントもあるため、マスコミ各社の取材も殺到してお
り、対応に追われております。セトラも、とうろう流しのＢＧＭとしての「音楽奉献」を今年も行います。当日は混雑する
かもしれませんが、どうぞお越しください。暗い川に漂う命の灯を心に焼き付けてください。
若イノコ衆たちが協賛金集めに奔走している「大イノコ祭り」も、開催の目安であった「竹主」６０本の目標を達成し、
開催が決定しました！ 現在は７０本程度集まっていますが、満額である８８本には、まだまだです。８０本以上集めなけ
れば、満足な予算にはなりません。是非とも引き続き、ご協力をお願いします。以下のページを参照して頂いてご協賛の程、
よろしくお願い申し上げます。 ■大イノコ祭りＨＰ
http://inoko.webcrow.jp/
それでは今月も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】グリーンプロジェクト NOW
└─────────────────────────────────────────────────
◎グリ−ンプロジェクト
アリスガーデンでは、毎年恒例の夏を向かえました。夏と言えば、海！海水浴！キャンプ！……ではなくて、花壇への水
やりです！苦笑 昨年は雨が多い年で、殆ど盆休みは散水作業は、中止になりました。…さて今年はどうなることか？
私の予感では、台風が多い年になる気がします。根拠は、蜂の巣が低い位置にあります。
（因みに昨年は極端に高い所に蜂の
巣がありました）
…何にしても、平穏な夏になることを願います。
報告：
（オザキ マサヒロ）
■アリス定期活動
７月１６日
作業内容
除草 剪定 清掃活動
＊主に、シマトネリコ等の剪定作業
参加者
グリーンプロジェクト３名
◎ソ−シャルガーデナー倶楽部
暑中お見舞い申し上げます。
安芸門徒の象徴である色鮮やかな盆燈篭が店先に並ぶ季節を迎えました。被爆７０周年を控えてちょっとつぶやかせて下
さい。
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過日、交流プラザのハンギングについて話し合いをした時のこと、
「慰霊を込めたハンギングを作りたい」と話したところ、
「果たして通って見る人にあなたの思いが伝わるだろうか？通り過ぎる人には何にも感じないと思うから、こだわる必要は
ないと思う・・・」との言葉にちょっとオバサン心が痛みました。それぞれ育った所によって、意識の温度差があることに
気付かされました。アピールする気はなく、個人的な思いを込めたかっただけだが、人によっては押しつけと取られるのだ
と今になって理解するあたり、恥ずかしい。被爆した傷跡を身近に感じながら広島に生まれ育った被爆 2 世の私にとって
この 70 周年というのは、おそらく最後の大きな節目になるのではと？感じています。
高齢化した被爆者、被爆体験の伝承不足、平和ボケ？・・・2 度と長崎・広島の人の手によってもたらされた最も悲惨な事
実を再び起こさぬよう願うばかりです。 重〜い気分にしてしまい、すみません！
今年 8 月からのプラザ前のハンギングは、会員それぞれの作品で飾ります。今までにない華やかさを醸し出すのではと思
います。通られる際には、少し足を止めてご覧いただければ、幸いです。
（報告：ソーシャルガーデナー倶楽部）
■活動報告
★７月 ８日(水)
プラザ前の木の剪定、ハンギング・焦げ鉢・大型コンテナの手入れ
★
２９日(水)
8 月 6 日を迎えるにあたり、プラザ前の美化作業
■活動予定
★８月１９日(水)

第１２期定時総会

袋町小学校児童との花育活動のための種まき

━━* 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】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
セトラ通信、久しぶりです。すっかり忘れていました。６月の ゆかたできん祭 2015
も無事に終えて、すっか
りノンビリモードに入っていました。 歳月の過ぎるのが早いですね。一年前の１９日は「ＦＭはつかいち」のラジオ
番組 に初出演。少し緊張したな・・・。
袋町公園の美化活動も６月から１１年目に入りました。７月末で累計４２９回になります。花壇にはポーチュラカが
元気に咲き誇っています。先日、広島市が数年ぶりに楠の大樹を剪定してくれましたが、見栄えが良くありません。木
が可愛そうです。常々感じていることですが、公用地の樹木の剪定はまっとうな植木職人が関与していないのでしょう
ね。ただ切るだけ、木を活かし、全体で樹形を整えることが疎かにされています。出来ることならセトラの庭師、尾崎
君に監督して 欲しいもんです。
（本山）
６月に行った活動
● 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➡➡➡花壇に 花の植え込みを行いました。また、ロータリーの花木の剪定を行いました。
◎７月、８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
７月→→２日、９日、１６日、２３日、３０日
８月→→６日、２０日、２７日

┏┓
┗■ 【３】アリスガーデンパフォーマンス広場 AH! NOW
└────────────────────────────────────────────────
街の『感性力』アップ・・“まちカル” （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。
アリスガーデンといえばこのイベント、息長く続いてなんと 11 年目に突入、AH! （アー）の愛称で親しまれています。音楽、ダ
ンス、アート、etc.…毎回、多様で注目のアクションを番組仕立で発信し、観客のみなさんと一緒に盛り上がります。広島の“ま
ちカル” （街文化）の今に触れることができる白熱広場…広島のど真ん中から情熱を発信し続けます。
……………………………………………………………………………………………………………………………
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６月７日 ＡＨ！ REPORT
路面電車まつり出張開催レポート
6 月は、広島電鉄さんの第 20 回路面電車まつりへ出張！トップは、エル・コンボ・デ・ラ・パスさんから。路面電車まつり
にちなんで、新曲「土橋から広島まで」も披露されました！そのサルサのリズムに合わせて、踊ってみるのは、このステー
ジの一番の楽しみ方でしょう！！

続いて、
「おんがくこうじょう。
」さん イキイキとした音遊びの世界！こどもたちも夢中、楽しい時間でした。

そしてステージは、STUDIO Onese1f さんと STUDIO LINKS さんによるダンスショーケースへ躍動するステージ！！観客の視
線も釘付けに！

続いては、Masakazu さん 世界 4 位になったヨーヨーの実力が炸裂！次々と繰り出される技――一瞬足りとも目が離せない
ステージです。
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そして、etto-etto さん。
いっぱいを意味する広島弁「えっと」笑顔がえっとあふれるステージ。観客席からは、えっと声援が！会場にえっとえっと
笑顔があふれます。
さらに、りる〜つ☆のみなさんが登場。4 月には、活動 4 年となる 6 月 21 日での解散が発表されました。
残り 2 週間となるこの日も、全力のライブ！会場を沸騰させました。

そして、YUICHI さんによるライブペインティング。被爆電車である 653 号が被爆当時の塗装で復活したこの日……この路面
電車まつりにふさわしく――電車、広島。そして、未来へ。メッセージが込められた 10 分間のステージでした。

この日、トリは佐々木リョウさん。平和への強い想いを持っています。これまでもたくさんの反戦歌を書かれています。
「パ
ーに勝つ」今年できた反戦歌も披露されました。じっと耳を澄ませるこどもたちの姿もありました。
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さて、次回 AH! は、7 月 18 日(土)。またアリスガーデンに帰って開催します！
一夜限り、佐々木リョウ PRESENTS「広島 STREET 魂」も帰ってきます！！みなさまのお越しをお待ちしております。
（文章：近藤倫生）

【7 月 18 日(土) AH!】＊ＲＥＰＯＲＴは次号で！
アリスガーデンパフォーマンス広場 AH!

「スト魂スペシャル！＆アリスご当地かき氷ガーデン BANQUET （宴）
」
◎天候：晴れ 猛暑 観客動員：5,500 人
■日
時：平成 27 年７月 18 日(土) 11:30〜19:30
■ステージ
11:30〜 チャーリーダンススタジオ
12:15〜 アリスファーストチャンス
Mio、好道、大橋智尋 ベストチャンス賞：好道
13:30〜 手紙屋 熊谷哲也 大書パフォーマンス
13:40〜 Peaceful time あっくんと東和空
13:55〜 BeatBox バトル
14:55〜 ダンス・ダンス・バトル
16:05〜 アイドルーム the GALAXY☆CAT、カプセル＋
16:45〜 広島クラブシーン
17:35〜 広島 STREET 魂 ＊《佐々木リョウプレゼンツ》 佐々木リョウ、淵上里奈、原田侑子
■ブース
★「アリスご当地かき氷ガーデン BANQUET （宴）
」
水ミストや打ち水などによる涼しさの演出とともに・・・

全国各地の「かき氷」を提供！《酢だまり水（山形）
、生レモン水（栃木）
、コバルトミルク（熊本）
、サイダーかき氷
（静岡）
、みかんかき氷カ（愛媛）
》 その他ドリンクの提供（生ビール、カクテル 25 種類、ソフトドリンク 5 種類）
＊主催：アリスご当地かき氷ガーデン実行委員会
《アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会、ココロト・プロダクション、ネクスト・ワン㈱》
協力協賛：住田(株)
★アーティストのプロモーションブース
★美人時計
★Hoo 街文化情報ブース ＆ JOYPOI

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

好評です！AH! ＲＣＣラジオ番組でオンエア！

“AH! FUN RADIO”
月曜日 夜 20 時半〜 是非ご視聴ください！
5

MC TOMOT（トモティ）
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

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

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/
……………………………………………………………………………………………………………………………
次回の AH!
８月２２日(土) スペシャル企画「広島ストリート・タイムトラベル」
アリスガーデンで！

┏┓
┗■ 【４】ＩＮＤＩＫＥＴ 参加アーティスト募集！
└────────────────────────────────────────────

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
今年もやります！
【インディケットʻ15 概要】
日時：2015 年 9 月 20 日(日)、21 日(月−祝日)

2 日開催

12：00〜20：00

会場：広島市中区アリスガーデン
………………………………………………………………………………………………………………………………
＊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 11 回目を迎えます。
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

＊2014 年実績：エントリー・アーティスト＊36 組の参加（音楽系：22 組、ダンスパフォーマンス系：8 組、アート系：6
組）

＊来場数：二日間のべ約 16,000 人
………………………………………………………………………………………………………………………………
エントリーアーティスト〜募集を開始しました！
★エントリーは３部門
《Ａ》音楽部門《ライブステージ（15 分）＋ブース出店（CD/ﾁｹｯﾄ等) 》
（
ただし公共広場のため音量規制がありますので、
バンド出場枠は限定されます。
）
第二次募集〜・
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☆ステージ持ち時間：1５分（オリジナル作品の発表）
☆ブーススペース：物販出店（プロモーションステージ前後約 2時間を予定）
、
０．９ｍ×０．６ｍ（長机の半分）
☆参加料（イベント協力金）：￥３，０００
《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)》
☆ステージ持ち時間：５〜１０分
☆ブーススペース：（プロモーションステージ前後約 2時間を予定）０．９ｍ×０．６ｍ（長机の半分）
☆参加料（イベント協力金）：￥２，０００
《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）》
☆ブーススペース：１ｍ×２ｍ
＊ブース用長机は一つまで貸出可 ＊ディスプレイ用品は各自ご用意ください
☆参加料（イベント協力金）：￥２，０００
※ライブハウス、レーベル、ダンススタジオ、劇団、ギャラリー、デザインスタジオ、アート教室、
インディーズブランド等の出店・出展も可。
★募集期間：８月 31 日(月)締切
★エントリーアーティスト発表 ９月４日（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）
■お問合せ：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 FAX：082‑545‑7612 E‑MAIL：info‑desk@indiket.net
★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

┏┓
┗■ 【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「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
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201５.５月活動レポート
【5/10(日)のひろば】〜自遊ひろばで車に☆楽描キッズ〜

来て早々仕事にとりかかる2人組

楽描キッズ、は〜じま〜るよ〜♪

気分もじょじょにノリノリに〜♪

意外に礼儀正しいよね、キミたち❤

白が効くよね〜(^^)♪

嗚呼、姉弟舟(ハンモック)よ❤

第一投は…そこから描くのね(‑̲‑;)♪

嗚呼、母と娘よ❤

だんだんにこどもたちもよってきて〜・・・

ノリノリのノリ〜っと乗り上がってる(‑̲‑;)?! もうどうぞ、お好きなように…((+̲+))♪

翔べ！少年よ〜!!

ワタシのペースも大事にね❤

こんな日は泥んこ場もこんな具合に♪
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…っと!!いつの間にか変わってる〜!!

「私、こんなのだあいすき❤」

癒されます、ね❤

仕上がってきてます

やはり最後は、持主様への「名入れ」でしょうか

遊びに癒されてることでしょう❤ ついに完成!!ん?…「恋人❤募集中?!ロク」素敵な宣伝カーだよね(^^ゞ

「自遊ひろばで車に❤楽描キッズ」

【5/24(日)のひろば】

パイナップルを切る妹と…

…犬に追いかけられる兄

こっちに来て一緒に遊ぼうよ♪
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犬、捕獲！

100歳のお
じいちゃんが作ってくれた飛行機よ、届け…

麦わらのヒゲジーと木工場

届け〜〜!!

父と…

耳がキ〜〜〜ンっっ

息子で…

こんなんなりました♪

10 日は、セトラのつながりのアーティストと白い車をキャンパスにして、子どもたちと絵具で一日中描いた。筆も手も足
も、しまいには車の屋根にのり上がり体ごとアートに浸っている子どもたちの何ともいきいきとした姿が見られた。また、
その何とも楽しそうな子どもたちの表情を見ている大人の表情の柔らかなこと。我が子だけでなく、他人の子どもまでをも
大人たちの柔らかいまなざしが包んでいた。自遊ひろばのつくりだしたいモノは、そういうものだ。子どもたちへの大人た
ちの柔らかなまなざし。思いっきり遊ぶ、好きなことに心を傾けていく子どもたちを大人たちが柔らかいまなざしで見守っ
ていける、そんな地域、社会のつながりの芽を築いていきたいと感じた。
熱中症の症状も出やすくなってきている。子どもだけでなくゆうえん隊も自己管理を心掛け、お互いに声かけできるよう
にしていきたい。
１，ひろば活動
・５月１０日(日) 晴：参加者 150名（R 69名･新 81名/リピート率 46%）、ゆうえん隊 14名
○11:00頃〜15:00頃「自遊ひろばで車に☆落描キッズ」（遊ビト: YUUICHI）
・５月２４日(日) 晴：参加者 72名（R 53名･新 19名/リピート率 74%）、ゆうえん隊 7名
○遊会(大人会議):ひろば活動について
２，個人協賛金・寄付品について
・１０日(日)：３，６７５円／食べ物、焼く物
・２４日(日)：７５０円／食べ物、焼く物、飛行機・ゴム鉄砲(100歳のおじいちゃん、金井さん)
３，事務局の活動
・ＭＬ連絡、調整、経理
・データ打込み、アンケート集計等
・ひろば活動の準備（備品購入・整理、アンケート、名簿、報告等）
・学生ボランティアの調整、連絡
・ＳＮＳの管理
・広報、諸連絡等（6/14 救急法講習(フレフレ谷口さん)）
（報告：ゆうえん隊 六百田）
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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【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
８/９(日)・２３(日)

９/１３(日)・２７(日)

ひろばのじかん 10:00〜16:00

参加無料！
………………………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【６】 文化交流プロジェクト NOW
└────────────────────────────────────────────
新規取組 発信発進！

HOO（Hiroshima Omatzuri Otoko）
広島市で展開する注目イベントの情報を発信しています！

https://www.facebook.com/hiroshimaomatsuriotoko
街文化促進のための SNS を活用した情報発信事業です。（中区・区の魅力と活力向上推進補助事業）
………………………………………………………………………………………………………………………………………

────────────────────────────────────────────
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！！
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

夜街芸術“ナイタート”
夜の街と人とをアートでつなぎ、にぎやかにしようという果敢な挑戦です。年間を通じた作品展示だけでなく、夜の街の知られ
ざる情報も取り入れたアートフリーマガジンの発行や、ギャラリートークを兼ねた交流会などを通し、広島で注目のアーティス
トを紹介しています。
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今期第 2 弾の展覧会スタート！！！・・・・
＊場所：新地ギャラリー（広島市中区堀川町及び薬研堀における 3 ケ所）
今年度のテーマは、被爆 70 周年祈念「いのり」
。
被爆後 70 年の節目の年、流川には、祈りを捧げるための仏壇を昔から生産してきました。そんな流川で、
「いのり」
をテーマに 4 人のアーティストの作品を個展というかたちで紹介します。
Vol.1 ７月１９日〜
９月２７日

美音異星人アート「エイリアン・ハート」 好評開催中！

展示

フリーペーパー第 2 弾

「美音異星人 エイリアン・ハート」ギャラリートーク 実施！
広島の繁華街を活性化するアート企画 ナイタートがおくるアーティストによるギャラリートーク！！
新地ギャラリー内にインスタレーションされたアートについて、美音異星人が熱くそしてユニークにエイリアントーク！！！
●7 月 19 日（日） 18:30〜新地ギャラリー1 で受付、ギャラリーツアー後、流川の店 SUIKO でギャラリートーク
ドドっ！！スペシャルイベント第二段！！「美音異星人のエイリアン・ダンス！！」
8 月 29 日、9 月 27 日、

┏┓
【７】 大イノコ祭り ２０１５ 開催決定！
┗■ └────────────────────────────────────────────

「大イノコ祭り」2015
竹主（協賛者）募集中！！
……………………………………………………………………………………………………………………………………
広島に伝わる亥の子祭りの精神を受け継ぎながらも、現代の感性で表現した祭りです！
■開催日:平成 27 年 11 月 7 日(土)・8 日(日) 雨天決行
■場 所：袋町公園（広島県広島市中区袋町 9 番） 亥の子巡行／本通商店街・金座街商店
■主 催：大イノコ祭りを支える市民の会
＊「大イノコ祭り」の主旨に賛同した市民有志が集まり、この祭りを市民の力で応援しようと設立されました。

協賛を集めています！
88 本の竹、竹主になっていただきます。1 本：2 万円（個人なら連名でもＯＫ！）
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◎お問い合わせ先
「大イノコ祭りを支える市民の会」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
fax：082‑545‑7612
mail：ooinoko@cetra.jp

今月の「セトラ通信」は以上です。最後までお読み頂き、ありがとうございます。

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 ２８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◇
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