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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
この度の「熊本地震災害」で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
熊本市の中心部商店街と広島市のそれとは環境が似ていることもあり、何度も視察に訪れています。特に 1987 年（S62）に
行われた勉強会の最後に、熊本の上通り商店街を訪問したことが中振連が組織されるきっかけにもなりました。つまり熊本
のお陰で中振連とセトラは出来たとも言えます。本来ならボランティアに参加したい程ですが、それが出来ない自分がもど
かしいです。熊本の一日でも早い復興をお祈りしております。
４月には駅前・猿猴橋町の復元完成式典と祭り「えんこうさん」も成功裏に終了し、セトラの花見は後半、雨に祟られま
したが大勢の皆さんに参加して頂きました。ありがとうございました。また広島市では「G7 外相会合」と、永年の宿願であ
った「米大統領の広島訪問」も実現しました。これも広島出身の岸田外務大臣が長期間にわたって外交を続けてこられた成
果だと思います。同じ広島人として誇らしく感じております。岸田さん、ありがとうございます！
そして新年度になって各種の事業も始動しておりますが、セトラや関連イベントは補助金の期限切れや協賛の打ち切りな
どで財政難となっております。特に「インディケット」の開催については紆余曲折がありましたが、少し形を変えて何とか
開催できそうですが、皆さんのご協力がなければ継続は難しいでしょう。何卒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）
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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
ゴールデンウィークも明け、アリスガーデン花壇では、夏に向けての下準備をしています。昨年から試験的に植栽している
（花木）花の付く樹の低木なんですが、一定の成果をあげているので今年も継続して増やして行こうと思います。
具体的には、アベリアの植栽です。小さく繊細な花が咲いてくれます。水持ちが良く今からの暑い季節にも耐えてくれる可
能性が多いにあり、上手くいけば毎年のように悩まされた夏場に緑がなくなる状況が防げるのです。成功を願います。
そして極端な気候にならないことを願うばかりです。
。
。
（報告：オザキ マサヒロ）
■アリス定期活動報告
★５月１９日(木)
参加者：セトラグリーンスタッフ 2 名
作業内容：アベリアの植栽、除草、剪定、清掃、散水
◎ソ−シャルガーデナー倶楽部
あっという間にゴールデンウィークも終わりました。今年のＦ・Ｆは、初日雨で１部内容が変わりましたが、残り２日、
快晴で賑わいました。子どもが幼少のころは、追っかけの様にあの人込みの中を走り回っていましたが、歳を取ったのか原
爆ドーム周辺の混雑でさえ、やはり外出するべきでなかったと再認識しました。
「オバマ大統領来広」がついに実現されます。マスコミは、しきりに「謝罪」にこだわり、あおっているように感じます
が、皆さんはどのような来広を望まれているのでしょうか？被爆２世でいろいろな思いを味わった私は、謝罪より７１年た
っても未だ癒えない痛みを抱え、苦しんでいる被爆者の現状と核兵器の恐ろしさと廃絶を訴える世界のリーダーとして使命
感を感じ、実行して欲しいと願っています。また、未だ健康不安などが消えさる事のない罪のない被爆者を二度と出して欲
しくない強い願いを込めて、当日を静かに迎えようと思っております。
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去る５月１１日（水）
、メーン活動である袋町小学校児童との花育活動を行いました。曇天の中、２年生４３名、大人２２
名でインパチェンス各１０ポットを焦げ鉢に植えました。
プラザ前を通られる時には、ふと足を止めて眺めていただければ嬉しいです。
（報告：ソーシャルガーデナー倶楽部）
■活動報告
★５月１１日（水）
午前 袋町小学校児童との花育活動

★５月１８日（水）
■活動予定
★６月 ８日（水）

午後 会員 田中恵子さんの送別会
サ−クル花壇 花苗植替え
定例活動
━━* 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】地域環境プロジェクト NOW
└───────────────────────────────────────────────
カラスがお礼参りにくるかも。ヘビなど持ってこられると困るな・・・。
今日（１８日）、平和大通りの「瞑想花壇」の花の植え込み前にちょっとしたハプニングがおきました。何とカラスの子ども
が１羽、裸婦の像周辺でウロウロ動き回ったり、少しジャンプしたりしています。どうやら飛び上がるパワー不足のようです。
上空では親カラス２羽がギャーギャーと騒ぎまわっています。１０分程、様子を見ていたら諦めたのか親鳥は泣き止んで静か
になりました。子ガラスも疲れたのか台座の上で動きが緩慢になったのを見届け、後ろから、そーっと近づき、無事捕獲。途
端に親鳥、子鳥が揃ってギャーギャーと大騒ぎです。欅（けやき）の大木の葉陰から監視していたのでしょうね。計画通り、
親鳥のいる幹が二股になった高さ３ｍのところ目がけて放り上げてやりました。これが予想以上に上手くいきましたね。無事
に幹に取りついたと安心する間もなく、早かったですね。親鳥と一緒に枝伝いに飛び上がり、あっという間に樹上に消えてし
まいました。少し名残惜しい気もしましたが、良い気分でガーデナー倶楽部のメンバーと花の植え替えをすることが出来まし
た。
（本山）
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◎４月に行った活動
●袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒ 活動は計４回、花柄摘みと除草、ゴミ収集を行いました。
●道の里親制度 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 袋町公園周辺市道の清掃活動を４回行いました。
◎５月、６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
５月→→１２日、１９日、２６日
６月→→２日、９日、１６日、２３日、３０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、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。
……………………………………………………………………………………………………………………………

【４月１６日(土) AH!】ＲＥＰＯＲＴ
4 月のステージ、オープニングは、チャーリーダンススタジオのみなさん。

Alice First Chance は、SAYAKA ちゃん、盛池タカヨシさん、佐々木想さん、神南昌一さんの 4 組。
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優勝は、佐々木想さんでした！

つづいては、KeY さんが登場。

そして、Beatbox バトル。

RikiyA さんが優勝！ 優勝常連です！！

再び、神南さんが爽やかに登場。つづいて、小吉さん！さて、ここで MC TOMOT とお客さんとのトークコーナー！
AH!へのお客さんの要望、呼んで欲しいアーティストなどなど。
そして、手紙家くまさん。

Hiroshima Club Scene では、DANDIMITE さん、TAKKINAL̲D さんが登場！さらに DRIBBLA さんも加わる場面も！
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IDOL‑ROOM は、今回からスズメバチカレーさんがコーナースポンサーに！！

そして、GINGANEKO さんのステージ。ファンの方も！

ステージの後は、スズメバチカレーさんの激辛カレー早食い対決！！おいしい！ だけど辛い！！
ファンの方の勝利です！ 記念撮影！！
さて、ブースは、docomo さん。なんと、乗り換えすると 0 円で最新機種に！！

そして、笑顔絵の松本涼子さん、オリジナルのアクセサリーを販売する sowaka さん。
もちろん、くまさんも！

飲食では、カメレオンさん。広島初のナンとトルティーヤの移動販売車です！こちらも AH!の常連です！！
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さらに、れあれあの実さん。世界初！ バリスタの焙煎によるマナレージコーヒーの移動販売車！
（文章：近藤倫生）

【5 月 3 日(火‑祝)】AH!イベントデータ ＲＥＰＯＲＴは次号で！！！
天候：雨 強風

観客動員数：4,300 人

「バトルな AH!〜」 とにかくプライドをかけて戦う！戦う‼︎ ナンバー１にならなくても〜いい♪・・はい？己をかけて競い合うから、そ
こに友情とか成長とか感動とか生まれるんでしょ？
街のど真ん中での他ジャンルリアルオープンファイト‼

●ステージ
11:30 和太鼓 無限‑MUGEN‑
12:10 IDOL‑ROOM ＊GINGANEKO、MAPLES
13:25 和太鼓 無限‑MUGEN‑
13:55 佐々木リョウ
14:25 BEAT BOX バトル
15:55 ストリート紅白歌合戦 （1.好道 対 Rina♪
2.穴水祐輔 対 Remi
3.槇平れん 対 橋本歩
4.川西晃 対 Moe
5.柔和智也 対 KANAMI）
18:10 Hiroshima Club Scene
18:30 Dance Battle
●ブース
笑顔絵の松本涼子、オリジナルのアクセサリーsowaka

【5 月 4 日(水‑祝)】AH!イベントデータ ＲＥＰＯＲＴは次号で！！！
Blue lab. HIROSHIMA 2016】
（ブルーラボ ヒロシマ 2016)
天候：晴れ 強風
観客動員数：6,300 人
「アートを身近に」をコンセプトに、広島の中心地アリスガーデン（広島 PARCO 裏）にて、ライブペインティングや身体
表現、氷の彫刻等の異ジャンルのアーティストが全国から集結し、即興的なアートを繰り広げるイベントを繰り広げた。
10 時〜18 時＜ステージタイムテーブル＞
＜主催＞ Blue lab.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
●ステージ
12：00 オープニング
12：15 池田誠（氷の彫刻）
13：00 矢野ミチル（ライブペインティング）久保モリソン（音楽）
13：45 変態パフォーマンス級スーパードリームマッチ！
〜Unique performance super dream match〜
16：00 念図（ライブペインティング）
16：40 手紙屋くま（大書パフォーマンス）
17：15 石原悠一（ライブペインティング）
17：45 クロージング

《出演者》池田誠（氷の即興彫刻/広島）、矢野ミチル（ライブペインティング/尾道）・久保モリソン（音楽/広
島）、スピロ平太（身体表現/東京）※変態ドリームマッチ、美音異星人（身体表現/美音星）※変態ドリームマ
ッチ、藤條虫丸（身体表現/屋久島）※変態ドリームマッチ、金亀伊織（身体表現/大阪）※変態ドリームマッチ、
念図（ライブペインティング/佐賀）、手紙屋くま（大書パフォーマンス/広島）、石原悠一（ライブペインティ
ング/広島）
●ライブペインティング
川口綾乃/広島、冨永ボンド/佐賀、町田エム/広島、藤岡真由子/広島、石原悠一/広島
●ブース
Art Angel International、しげまつわかこ（けん玉絵付け実演・販売）、草野マヰ（イラストグッズ販売、デフォルメ似顔
絵）、手紙屋くま書き下ろし、冨永ボンド、はんこ屋Honono、放浪する雑貨屋PeddlerMike、矢野ミチル（似顔絵）
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【5 月 5 日(木‑祝)】AH!イベントデータ ＲＥＰＯＲＴは次号で！！！
天候：晴れ

観客動員数：6,800 人

「子供達がギブアップするまで遊ばてやら AH!〜 こどもの日だからさ♪
普段中々おもいっきり遊んで楽しむわけにはいかない街の中心部で大人達と全力で遊ぼうという初めての試み！

●ステージ
12:00 オープニング
12:30 カサリンチュ
13:10 巨大警ドロ
14:20 ヨーヨーパフォーマーMASAKAZU
14:50 命令×2 ゲーム
15:20 だるまさんがころんだ
16:00 ダブルダッチ Log‑in
17:10 紙飛行機飛ばし
●ブース
笑顔絵の松本涼子、オリジナルのアクセサリーsowaka、ピザひつじプロ

◎Ｈ28 年度後期ガイドブックができました。好評配布中！

次回のＡＨ！は７月１６日に開催します！
……………………………………………………………………………………………………………………………

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/
……………………………………………………………………………………………………………………………
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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
………………………………………………………………………………………………………………………………………
【２０１６年４月活動レポート】
（報告：ゆうえん隊 六百田）
【４月レポート】
今年度、ひろばの日の初日。お天気に恵まれたくさんの人で賑わう中央公園。暖かくなり遊びやすい季節となってきたこと
もあり、久々に参加者は100名を超えました。これだけ人が多いと何年か前は、ひろばの許容量を超えてしまうのではないか
とスタッフ側は心配していたのですが、受付もひろば自体もいつもの雰囲気とあまり変わりなく過ごしていました。リピータ
ーの割合が多かったこともその要因かもしれません。それほどに、私たちゆうえん隊(スタッフ)も子どもたちも見守る親たち
も、ひろばで遊び慣れてきているのだなと思います。各々の遊びたいところで遊びが展開していく。それぞれの距離感で見守
る。さらに、自遊ひろばでなくとも中央公園という自然豊かな都市の公園に、たくさんの大人たちが集ってのんびりと過ごし
ていることで、全体として安心感を共有しているように感じました。
6年目を迎える今年のひろばは、場の充実とともにお互いの得意分野によって活動の幅が広がっていくように思います。な
にはともあれ、どのように育っていくか、今年も楽しみな自遊ひろばです。
皆様、今年度もよろしくお願いいたします。
１，ひろば活動
・4月10日(日) 晴：参加者 102名（R 77名･新 25名/リピート率 75%）、ゆうえん隊 10名
○Log‑in(ダブルダッチサークル)参加
○誕生日のホットケーキ作り
○広島市公募型オープンスペース「つばさ」のスタッフ参加(毎回9時から13時まで)
・4月24日(日) 晴：参加者 112名（R 58名･新 54名/リピート率 52%）、ゆうえん隊 8名
○大鯉のぼりづくり
○ギョーザの皮でスイーツづくり(見守り隊)
２，個人協賛金・寄付品について

8

・１０日(日)：１，５６６円
・２４日(日)：７８０円
水筒(大)・コーヒーポット・軍手・湯呑み・端材・その他、飲食料品を提供いただく。
３，事務局の活動
・ゆうえん隊ＭＬ連絡、調整、経理
・ボランティア受入連絡、調整
・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）
・広報、諸連絡等
・年度末報告書作成
・保険更新手続き(3 月末)
４，その他の活動
・４/１１ イオン(ソレイユ府中店)のイエローレシート活動に参加
５，地域支援活動
・４/４ 呉市子育てサークル「YYY」の乳幼児親子の外遊び会(呉市中央公園にて)へ参加(六百田)
【４月１０日のひろばの様子】

脱出ゲームに中学生が挑戦！ 〜ロープ編〜

段ボールの素敵なお家で♥

バックには満開の桜が✿

(娘)恐る恐る・・・

長縄の長い列。ちびっ子も並んで待つ。

(妹)恐る恐る・・・

人気のブランコ(手前)とハンモック(後ろ)
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禁断のう○こづくり♥

誕生日に大好きなゆうえん隊の兄さんがきてくれたの♥

【４月２４日ひろばの様子】

お母さん(右後)が感心してます。

お父さんが押してます。

板で型をとったりスタンプにしてみたり・・・

二人でニッコリ♪視線の先はお母さんかな？

足で描いたり・・・

10

（妹）筆で描いたり・・・

（姉）体中がキャンバスだったり

ボールが木に登ったり・・・

出来たところで大人が手伝ってみたり。

僕たち実は、7人家族だったりして。(この後、もう一匹も無事泳ぎました！)

もうすぐ子どもの日だね♥

【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
５月８日（日）・２２日（日）
６月１２日(日)・２６日(日)
７月１０日(日)・２３日(土)・２４日(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
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 を活用したイベント情報発信事業です。（中区・区の魅力と活力向上推進補助事業）
動画と記事情報をフェイスブックページで発信しています。情報発信コンテンツも充実してきました。
「いいね」の獲得を目指しています。みなさまよろしくお願いします。
………………………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【６】文化交流プロジェクト ひろしま夜街芸術 ナイタ−ト
└────────────────────────────────────────────
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。

通常展示では、流川・薬研堀地区の地域資源を展示テーマとすることによって、地区の魅力を取り込んだ話題作りを行う。
公募展では、
「夜の街の芸術」というユニークなテーマで広く全国に応募を募り、文化・芸術的な香りを付加したこの地区
の存在を印象づけたい。展示と合わせ展覧会テーマとリンクしたギャラリーツアーやアーティスト・トークも実施する。
公募展では、観客投票で賞を決め、参加型でより親しみやすい街の展覧会とする。
「公募・夜の街の芸術大賞展」について
は、平成５年から平成２５年まで毎年開催されていた経緯があるが、この度新たな体制及び企画をもって再スタートするも
のである。
（別添資料参照）
《平成 28 年度展示 Vol.1》
4 月 1 日〜6 月 30 日
テーマ「西国街道仏壇通り〜シャカジャック」/ 作家：村上渚
＊ギャラリーツアー＆アーティスト・トーク 実施予定！！！
◎予告！公募 「夜の街の芸術大賞展」
公募（写真審査）→入選発表
展示 10 月 5 日〜12 月 31 日
賞について：10 月〜11 月（観客投票）→11 月（賞発表）→12 月（賞の授与）
：
大賞 20 万円/優秀賞 5 万円 2 本
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┏┓
┗■ 【７】文化交流プロジェクト 関連事業
└────────────────────────────────────────────

１）大イノコ祭り 2016
毎月第２月曜日に運営会議を行っています。3 月 14 日(月)の会議では、協賛獲得のための資料を検討し、協賛獲得を開始
することになりました。また今年は大手旅行サイトと提携した企画なども検討しています。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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 28 年 11 月 5 日(土)・6 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。

竹主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！）
◎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

２）広島県主催 地元アーティストによるピースアーチ・コンサート
○ヒロシマ・オリジナルコンサート 〜イキモノがたどる３つのヲンガクセカイ
広島を拠点に活動するアーティストや一般公募のアーティスト，エリザベト音楽大学生が，様々なジャンルの
音楽を奏でながら平和を表現します。
平成２８年８月２０日（土） 開演（予定）１３：００ 広島県民文化センター
3 部構成のコンサート
≪第１部≫ 〜 エレクトリックなミュージック 〜
まなみのりさ（アイドル）
，森本 ケンタ（シンガーソングライター） 他
※その他の出演者は，一般公募により決定
公募出演数：5〜8 組／募集期間：平成 28 年 4 月中旬〜5 月下旬
≪第２部≫ 〜 クラシックミュージック〜
エリザベト音楽大学生 他
≪第３部≫ 〜異ジャンルミュージックのセッション〜
榊記彌栄（琴奏者）
，野村彰浩（ピアノ） 他
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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。
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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 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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