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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 台風一過、だいぶ涼しく感じられるようになりましたね。私事ですが、お盆には帰ってこない娘を訪ねて博多へ。娘のバ
イト先で「出張特撮夜話」を披露。次の日は、土砂降りの中をレンタカーでドライブしてきました。しかし疲れが溜まった
のか、先日、めまいがして半日寝込みました。昨年の教訓と薬があったのと、ちょうど休日だったのが幸いし、大事には至
らず翌日には回復しました。皆様も夏バテにはどうぞお気を付けください。 
 被爆から７０年目の８／６、元安川では恒例の「とうろう流し」が開催されました。ご存じの方も多いと思いますが、こ
れは６５年前から商店街によるボランティアで行われています。今年は特別に「折鶴とうろう」を川中に浮かべました。し
かし電線のショートにより最初、灯りが点らず大あわて。何とか３０分後には点灯しました。その後７０周年のためか、と
うろうが早々と売り切れてしまいました。購入できなかった方にはご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。 
 さて、個人的に奔走しているのが、映画「スター・ウォーズ」です。サロンシネマさんで12月に公開されるにあたって、
街とコラボして話題を作りなさいという、配給元のディズニーからの指令により、いろいろと画策しております。一つは松
川氏主催の「ハロウィン・パレード」と、オリエンタルホテルさんのパーティーにもスター・ウォーズのコスプレを加える。
そして、冬の「ドリミネーション」にも、商店街の地域に何かの装飾を仕掛ける。これらに関して先日、ディズニー・ジャ
パンの担当者が来広して話し合いを持ちました。すると、かなり面白い提案がありまして、それが実現すれば大変な話題に
なるでしょう。ただ可能性がまだまだ低いので、決定すればお知らせします。 
 セトラでも、今からイベントが目白押しです。まず9月には「インディケット」。10月には東照宮の「通り御祭礼」と商
店街では「広島ファッション・ウィーク」。そして11月の「大イノコ祭り」と「えべっさん」に向けての準備が本格化しま
す。忙しくなります。皆様、ご支援、ご協力の程、よろしくお願いします。 
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） 
 
……＜目次＞……………………………………………………………………………………………………………………………… 
【１】グリーンプロジェクト NOW 
【２】地域環境プロジェクト NOW 
【３】アリスガーデンパフォーマンス広場AH! NOW 
【４】ＩＮＤＩＫＥＴ１５ 参加アーティスト募集！ 
【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 「もとまち自遊ひろば」 
【６】文化交流プロジェクト NOW 「HOO（Hiroshima Omatzuri Otoko） ＆ ひろしま夜街芸術ナイタート」 
【７】大イノコ祭り 開催決定！ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
┏┓ 
┗■ 【１】グリーンプロジェクト NOW 
 └───────────────────────────────────────────────── 
◎グリ－ンプロジェクト 
 ８月に入り、前半は雨が降らなくて、とても暑い日が続きました。心配していたアリスガーデンの花壇の植物は、部分的
な枯れはあるものの、例年になく比較的落ち着いています。構内にある高木タブの木２本も、台風等の対策で剪定していま
す。まだまだ暑いですが、このまま穏やかに秋を迎えて欲しいと願っています。 
広島の夏は忘れてはいけません。原爆の日、昨年、土砂災害で沢山の方が亡くなられたことを。 
慎んで、ご冥福をお祈り申し上げます。 
とても微力ながら身近な所で事故や災害を未然に防ぐことを心掛けながら、生活しています。 

           報告：（オザキ マサヒロ） 
■アリス定期活動 
 ７月１６日  作業内容  タブの木の剪定、除草、清掃活動 (剪定に関しては台風等の対策) 
        参加者  セトラグリーンスタッフ４名 
 ※8月20日、木曜のアリス定期活動は、タブの木の剪定、枯れ枝の除去を数年振りに、行いました。 

…花壇は、花木に今年からシフトしていますので、散水が楽になっています。 
 
◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 

セ ト ラ 通 信 
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   残暑お見舞い申し上げます。 
 広島土砂災害から1年、あれほど酷暑で雨が降らない日々が続いていたにも関わらず、20日を目前に雨が降りだし、1年
前を鮮明に呼び起こされました。20日だけは降らないで欲しいという願いもむなしく、降り出してしまいました。 
 まだまだ傷跡が癒えることない広島が元気を取り戻せるのはいつのことでしょうか。心に傷を受けた方々へ、何ら出来な
い自分が情けないと思ってはや1年、改めて時間の経つ速さに驚かされます。 
 我が倶楽部もお陰さまで活動12年目に突入いたしました。 
皆様の温かい応援があってこそ、ここまで続けられたと思います。深く厚く感謝申し上げます。有難うございました。 
総会後、ここまで続けられたのは、「花好き集団」としてただただ地道に活動した賜物だと振り返り、これからの弾みにした
いと思っております。これからも引き続き、温かい応援！宜しくお願い致します。スキルアップ目指して楽しみます！！ 

                             （報告：ソーシャルガーデナー倶楽部） 
■活動報告 
  第11期活動報告  ☆定例活動（月1回 第2水曜日） 12回 
           ☆袋町小学校児童との花育活動 ２回 ・ 準備２回 
           ☆勉強会 節分草見学バスツアー 
           ☆春のグリーンフェアー ミニガーデンコンテスト参加 
           ☆ユニセフ表彰 
           ☆全国花のまちづくり広島大会参加 
           ☆ＦＦ・原爆の日前のプラザ前美化活動 
           ☆サークル花壇の植替え  ２回 
           ☆ハンギングの植替え  ３回 
  ★８月１９日   第１２期総会   袋町小学校児童との花育活動 ビオラ種まき準備 
■活動予定 
  ★９月 ９日  定例作業 
     ２４日  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】地域環境プロジェクト NOW 
 └─────────────────────────────────────────────── 
報告はお休みしますが、通常の活動はいつも通り継続しております。                   （本山） 

７・８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。 
◎９月、１０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                            
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【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。 

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

７月１８日 ＡＨ！ REPORT  

真夏の炎天下，観客席には日よけのテントも用意してスタート！トップは，もちろんチャーリーダンススタジオのみ
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なさん。アクセル全開！ 

  

Alice First Chanceのコーナーは， 

大橋千尋さん，Mioさん，そして前回覇者の好道さん，3組が登場。好道さん，見事連覇です。 

   

そして，大書パフォーマンスは，手紙家くまさん。その身を持って感じた言葉，血の通った文字です。 

  

さらに，ピースフルタイム。東和空さんとあっくんが登場。ステージに込められた，平和への想い。そして，その作品

は，ステージ上だけでなく，たくさんの人たちの手も加わって完成します。 
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続いて，Beatboxバトル。テクニックのみではなく，闘志，ユーモアがぶつかり合います。 

   

闘い方にも個性があらわれます！優勝は，Nobuさんでした。 
 

そして，こちらのバトルも！Dance Dance Danceバトル！！ 

     

    
灼熱の中での躍動する闘い。NabeさんHeroさんのダンスショーも，圧巻です。激闘を制したのは，SSBでした！ 
 

IDOL-ROOM，まずは，STUDIO MAPLEから，カプセル＋のみなさん。（下・左） AH! 初登場です！！ 

   

真夏の太陽にも負けないステージ！続いてももSTUDIO MAPLEから，the GALAXY☆CATのみなさん。（上） 
こちらも，炎天下にも負けないエネルギー全開，笑顔全開のステージでした。 
 

Hiroshima Club Sceneは，DANDIMITEさん，TAKKINAL-Dさん。 

レゲエの魅力に出会えるライブ！ノリとユーモア，エネルギーが会場中に拡がります！TAKKINAL-D さんは，結婚の報告も。
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おめでとうございます！ 

  

そして，一夜限り，待望の復活！！佐々木リョウPresents『広島STREET魂』。 

原田侑子さん，渕上里奈さん，そして佐々木リョウさん自らのステージ――吸い寄せられるようにたくさんの人が，アリス
ガーデンに集まりました。 

    
 
暑い暑い一日でしたが， 
ブースには，「アリスご当地かき氷ガーデン“BANQUET”(宴）」が登場！ 

  
全国各地のかき氷を楽しむことが出来ました！さらに，AH! の常連となっている藤田商店さんも！ 
この日も充実の内容でした！ 

（文章：近藤倫生） 

【8月22日(土) AH!】＊ＲＥＰＯＲＴは次号で！ 
広島ストリートタイムトラベルスペシャル！  

天候：晴れ  観客動員数：5,400人 
■ステージ 
12:00～ チャーリーダンススタジオ 
12:30～ アリスファーストチャンス  松田裕馬、はる、 岡本航、希望、ハナサカシゲオ  
     ＊ベストチャンス賞：松田裕馬 
14:00～ 手紙屋 熊谷哲也 大書パフォーマンス 
14:10～ Peaceful time（坂口直樹、東和空） 
14:30～ Yarukist 
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15:10～ ＩＤＯＬ‐ＲＯＯＭ    the GALAXY☆CAT、カプセル＋ 
16:00～  BeatBoxバトル 
17:10～ 広島ストリートタイムトラベルLIVE 

④ ONE MOUNTAIN ②槇平れん ③アマウチケント   
④とり ⑤藤江潤士（玄） ⑥坂口直樹 ⑦peg  

■ブース 

★AH!飲食ブース（藤田商店）、カメレオン 

★アーティストのプロモーションブース（坂口直樹、熊谷哲也）  ★JOYPOIブース（協賛企業宣伝ブース）    
★Hoo街文化情報ブース   

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

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！ 

 

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!  

      ９月１９日(土)  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 
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今年もやります！ 
 
【インディケット‘15 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) 》 

第二次募集～・（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。） 
☆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!∞!～ 
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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 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

【６月レポート】 （報告：ゆうえん隊 六百田） 

 梅雨時のひろばにもかかわらず、２日間とも晴れの日の開催となりました。兼ねてより計画していた年に一度の大人のため
の救急法講習も、青空のもと和やかに開くことができ、ケガへの対応ともしもの時の心得を学ぶ有意義な時間となりました。
お母さんと一緒におばあちゃんも参加してくださり、熱心に看護師の話を聞いている間、子どもたちはひろばで遊び、時折、
「ママ～。」「ねぇ、ねぇ、おなかすいた～。」と、寄ってきては、その場を和ませてくれたのでした。自遊ひろばという野
外の開かれた空間が、大人にとっても子どもにとっても気持ちの良い場を作り出してくれているように感じました。 
 さて、見守り隊(親)発案の古着等のリサイクルバザー「どうぞマーケット」もいよいよ発動します。趣旨は、初めて遊びに
来た子どもたちも思いっきり汚れて！遊べるように着替えを提供すること、ひろばを支えたい親同士のつながりづくりとなる
ようにです。皆さま、お互いさまにどうぞ、どうぞ♪という気持ちで子育てに遊びに大人も楽しんで参りましょう。自遊ひろ
ばはそのような場でありたいと思っています。 
１，ひろば活動 
・６月１４日(日) 晴：参加者６２ 名（R ５５名･新 ７名/リピート率 ８９%）、ゆうえん隊 ９名 

ボランティア：1名(社会人) 
☆救急法講習(講師:NPO法人フレフレマート看護師2名)：参加者約15名 

・６月２８日(日) 晴：参加者 ８２名（R ４６名･新 ３６名/リピート率 ５６%）、ゆうえん隊 ７名 
ボランティア：1名(大学生) 
○遊会:見守り隊(親)発案「どうぞマーケット(古着リサイクルバザー)」、夏休み企画「そうめん流し」について 
○基地:忘れ物の取り扱い、川遊び、泥んこ場作りについて など 

２，個人協賛金・寄付品について 

・１４日(日)：７２０円 
・２８日(日)：３，５４０円 
その他、飲食料品や物品等を提供いただく。    
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 
・ＳＮＳの管理 
・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  
４，その他 
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・救急法講習の打合せ、連絡等 
・川掃除用のブラシを市から借り入れる 
・イラガについて  
今年度はひろばの趣旨に沿うよう薬による駆除はせず、自然との付き合い方を学ぶ方向性へシフト 

 ・見守り隊(親)発案の「古着リサイクルバザー」とそうめん流しについて、開催できるよう市と交渉 
                
【6月14日(日) ひろばの様子】 

    
なんか丁度ええもんないかいな・・・      渦巻く迷路?!結末はいかに!!      川へ釣りにいってきます 

    
体と体が触れ合って♪自然と笑い声が重なって♬   ひろばで学ぶ救急法～こどものケガの対応と心の備えに～ 

   
素敵な天窓のある押し車♪     踊るブランコ♪     何やら企む兄弟・・・(-_-メ) 

 
笛吹きおじさん(後ろ)に次ぐ、笛吹き王子(マルコ)現る！? 
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【6月28日(日) ひろばの様子】 

    
ひげじいちゃんに見守られ蛇口を準備    こちらは一人で黙々と・・・    遊びのような？労働のような？ 

  
燻製装置を作ってるつなぎの兄ちゃんを見ている少年    いくよ～！おっけ～！きゃ～！・・・いろんな声が♪ 

   
２人っきりの、えへへへへ♥  今日はボクちゃんここまでにしとこ  な～んでもキャンパスになっちゃうも～ん 
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夏といえば・・・スイカ割り～!!         やっぱこれだね！！～夏の風物詩～ 

 【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 

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

HOO（Hiroshima Omatzuri Otoko） 

 

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） 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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！！  

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。 

 

今期第2弾の展覧会やっています！！！・・・・ 

＊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！ 

 
 

「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！！！ 

●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  ナイタート企画！！ 

「ALIEN HEART/美音異星人」イベント！！大パフォーマンス！！"ALIEN DANCE" (エイリアン・ダンス） 

 

広島市の最も賑わう夜の街に美音異星人が出現！！仏壇通リからジャミンバーに乗り込むパフォーマンス＆ギャラリートー

ク！！こんなパフォーマンスをする異星人は大宇宙のどこにもいない！！ 

絶対観て体験しないと人生的に大損するかも！！ 

パフォーマンスファイター美音異星人接近遭遇！！！！！ 

○出演：美音異星人、美音ピンクダンサーズ数人 

日時.：8月29日 20：00～   ★19：30に噴水のある新地ギャラリー２に集合！ 
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┏┓  【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！） 

詳しくはホームページで http://inoko.webcrow.jp/ 

 

◎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◇ 


