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セ ト ラ 通 信
▲理事長 今月の一言+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+
さる７月１８日に「セトラ１５周年・受賞記念パーティー」を開催し、なんと７０名の方にお越し頂きました。
提案者である松川君の司会で始まり、くまくんの大書パフォーマンスで幕開け、広島市文化協会の山本会長と中
振連の下村理事長より祝辞を頂き、乾杯のご発声は広島市の塚田さん、そしてアトラクションでは佐々木リョウ
君と石澤良一氏の弾き語りで大いに盛り上がりました！素晴らしい演奏でした。豪華景品満載だったビンゴ大会
を挟んで、最後は私の力作「セトラ１５周年の歩み」プレゼンを披露。セトラが出来るまでの経緯と、発足当初
の様子がお分かり頂けたのではないかと思います。ただその中で「写真はすべて私が撮った」と言ってしまいま
したが、最近の写真はほとんど近藤くんが撮ってくれています。彼は私よりいいカメラ持ってますし、写真のセ
ンスは抜群で、特に、もとまち自遊ひろばの子供たちの写真は表情が素晴らしい！これからもセトラのカメラマ
ンと web 担当をよろしくお願いします。さてパーティーは時間がオーバーしてしまい申し訳ありませんでした。
しかし、あっという間の楽しい時間でしたね。参加された皆様、本当にありがとうございました！
今年も８／６とうろう流しが無事に終了いたしました。セトラはＢＧＭとして「音楽奉献」を担当しています。
ただ、商店街がボランティアで６０年以上続けている事業ですが、最近では追悼・慰霊からピースメッセージ・
観光の側面が増々強くなり、特に今年は暗くなり始めてから急激に人出が増え、手流しゾーンには例年よりも増
して長蛇の列が出来てしまいました。これは、狭い手流しゾーンのキャパを大幅に超える人が短時間に押し寄せ
るからです。お越しになった方には長時間お待ち頂くことになり、非常に心苦しいのです。根本的な対策をしな
いと継続するのは難しいのではないかと心配しています。広島市との協議が必要でしょう。
暑い日が続きますが、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−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、本格的な夏を向え、散水作業に時間を取られています。今年は 7 月に入っても空梅雨で、花
壇に水の欲しい季節に雨がありませんでした。ではさて、どうするか？一人の仲間が週 3 回〜5 回、午前中に散水
を指示に添って行ってくれています。継続して同じことを行うのはとても難しいことです。感謝！
8 月も、とにかく水遣りに追われます。
「私個人的には、2 月辺りから、竹藪の整備に追われています」
もしもセトラ通信に原稿が出てない時は、山に入っているんだろうなと思って頂けたら幸いです・・・？
（報告：オザキ マサヒロ）
■アリス定期活動報告
☆７月２１日（金）9 時〜15 時
「一身上の都合により、7 月は金曜に変更」（20 日(木)は、代理の作業者が調整労務）
参加者：セトラグリーンスタッフ 2 名
作業内容：散水・花木剪定・清掃・除草・フラワーポットの移動
☆定期活動とは別に、月曜に清掃、並木通り除草活動も継続中。また、夏季の水やりを行う。
7 月 3 日・7 日・10 日・12 日・14 日・19 日・20 日 10 時〜12 時
ソ−シャルガ−デナ−倶楽部
暑中お見舞い申し上げます。
梅雨明けして２日間は、真夏のお天気！が、一転して梅雨が戻って来たようなムシムシ、ジメジメ、突然の雷・
大雨！の日々、皆さんいかがお過ごしでしょうか？体調崩されていませんか？
日本あちこちで、広島の災害を思い出させる光景が、テレビから映し出されてきます。胸が痛い思いをしながら、
自然の脅威を思い知らされます。一日も早い復興を願う事しか出来ないことに歯がゆい思いの重苦しい日々が続く

今夏です。
去る７月１８日に我が倶楽部が「広島市みどり生きもの協会奨励賞」に選ばれ、セトラひろしまのパーティーで
皆さんに受賞を喜んでいただいたとのこと、有難うございました。心より厚くお礼申し上げます。
これを励みに、ますますレベルアップを目指し、会員相互の絆を強くしたいと思っております。
引き続き、ご指導・応援・見守り、宜しくお願い致します。
■活動報告
☆ ７月１２日（水）
定例作業 プラザ周辺の花の手入れ
蒸し暑いため、花の間引き作業
７月２６日（水）
「原爆の日」を迎えるにあたり、プラザ周辺の美化活動
サークル花壇のニチニチソウが立ち枯れ病に罹り、抜取り作業
■活動予定
８月２３日（水）
ソーシャルガーデナー倶楽部 総会
袋町小学校児童との花育活動のパンジーの種まき準備

┏┓
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW
└──────────────────────────────────────────────
◎６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。
◎７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→→６日、１３日、２０日、２７日

┏┓
┗■ 【３】アリスガ−デンパフォ−マンス広場 AH! NOW
└──────────────────────────────────────────────
（街文化） はここから生まれる
街の『感性力』アップ・・ まちカル
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。

6.24AH! レポート
梅雨の時期にめずらしく開催した AH! 当然と言いますか、雨……しかし、そんなことは気にせず。
この日は MC 陣、3 人。新たにゆうすけくんが加わりました！！

ステージは、チャーリーダンススタジオのみなさんから。
そして Alice First Chance のコーナー
こーげちゃんとゆうすけくんによる MC で進んでいきます。出場は EIJI さん、胡麻大志さん、たけうちてつや
さん、ほのぼのマジック Mr.MANE さん、2SEAM さんの 5 組。

優勝は、ほのぼのマジック Mr.MANE さん

マジックを封印するという斬新さ！

つづいては Yunigu さん。街中の情報をお届けするインフォメーションも担当！これから情報もさらにグレードア
ップする予定です♪

さらに Yarukist さん！（上・右）観客席もノリノリです。

そして BEAT BOX BATTLE――TAISEI さん、強いです！ 今回も優勝！！
アメニモマケズ、アイドルたちも登場！HIROSHIMA GO!GO! さん

さらに、Alice First Chance でも頑張ってくれた 2SEAM さん。
つづいてこちらもアメニモマケズ……手紙家くまさんによる大書パフォーマンス

吉本お笑い LIVE も無事開催されました。クレメンスさん、松崎さんが登場。
しかし、残念ながら、雨のためこれ以降の催しを中止せざるを得なくなってしまいました。
Rin studio presents MUSIC counterpoint surpoted by Mekers shirt 鎌倉
については、7 月の AH!で開催予定ですのでぜひ、ご覧下さい。
ブースは――
中津からあげのぶんごやさん。

さらにスマホをガラスコーティングしてくれるというサービス。その硬度は 9H。ダイヤモンドが 10H の硬さと
いうことでそれに迫る硬度。もうディスプレイを保護するのにフィルムをわざわざ貼る必要はありません！！
こちらもアメニモマケズでした。
（文・写真:近藤倫生）

《７月のイベントデータ》
7 月 15 日(土)
天候・晴れ 来場者数：6,800
『ちゅーピープール presents AH!Beautiful サマタイ♪』
ＭＣ：ＴＯＭＯＴ・こうげ
12:35 Hula part.1
12:55 ゲーム 1
13:15 水着 collection （ムラサキスポーツ、有限会社 PUPPY presents）
13:40 Beautiful Talk Live part.1−make&Nail−
14:05 ヤルキスト
14:30 Hula part.2
15:00 DANCE BATTLE
16:05 やしまグループ presents 浴衣 collection
16:20 Beautiful Talk Live part.2−manner−
16:40 吉本お笑い Live
17:20 Hula part.3
17:50 WEGO collection

18:10 ゲーム 2
18:20 Beautiful Talk Live part.3−body care−
18:55 Rin studio presents MUSIC counterpoint surpoted by Mekers shirt 鎌倉
＊榊記彌栄（箏）・laTICA(sax× keyboard Duo)
19:35 Hiroshima club scene
★アーティストのプロモーションブース ★AH!飲食ブース(タピオカドリンク)
★ちゅーピープール・ブース ★美容ブース ★ＳＵＰブース
＊詳しくは次号でレポート！
…………………………………………………………………………………………………………………………

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〜

MC

是非ご視聴ください！

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/
…………………………………………………………………………………………………………………………………

┏┓
┗■ 【４】 INDIKET 17
└────────────────────────────────────────────
【インディケット 17 概要】
日時：2017 年 9 月 17 日(日)、18 日(月−祝日) 2 日開催
会場：広島市中区アリスガーデン、並木通り、ライヴ楽座
公益信託広島市まちづくり活動支援基金

ひと･まち広島未来づくりファンド「

」助成対象事業

企画内容
【Ａ】自主制作作品のマーケットとプロモーション・ステージの展開
3 つのエントリー部門〈音楽部門・アート部門・パフォーマンス部門〉
●プロモーションライブステージ：9 月 17 日(日)、18 日(月−祝日)
◎音楽部門〈①アクスースティックステージ TIME/13：00〜18：00 ＠アリスガーデン
②バンド・ステージ TIME/18：30〜21：00 ＠ライヴ楽座〉
◎パフォーマンス部門
TIME/13：00〜18：00 ＠アリスガーデン
＊ＭＣ：石澤良一と TOMOT
◎音楽部門及びパフォーマンス部門・物販ブース（自主制作ＣＤ・ＤＶＤ他）＠アリスガーデン
★物販：CD、T シャツ、チケット等、物販出店（プロモーションステージ前後約 2 時間を予定）
●アートマルシェ

INDIKET in Namiki

9 月 17 日(日)、18 日(月−祝日)

TIME/11：00〜16：30

＠並木通り歩道上：アート部門自主制作作品（アート作品、グッズ等）販売ブース及びパフォーマンス部門
大道芸ライブ（大道芸スポット）の展開
【Ｂ】フードコンペ

＊並木通り商店街振興組合との合同主催

9 月 17 日(日)、18 日(月−祝日)

飲食ブースの展開とコンテストの実施
【一ヶ月後のポストイベント】

TIME/11：00〜20：00 ＠アリスガーデン

（＊限定 6 ブース程度）

IndikeTV （インディケッティービー）
イベントドキュメント VTR のパブリック・ビューイング（公開視聴）をしながら MC 石澤良一と TOMOT が選
ばれたアーティストのライブステージを解説・紹介。イベント企画会社、放送局等から招待したプロモーター
による評価のもと支援アーティストを決定！
日時：10 月中旬 詳細は後日発表！ 会場：ライヴ楽座
解説ナビゲート：石澤良一と TOMOT
招待プロモーター（夢番地、キャンディー・プロモーション、ユニオン音楽事務所、
cocoro‑to production、その他、地元放送局、イベント企画会社より招待）
■公式ウェブサイト： http://www.indiket.net/
…………………………………………………………………………………………………………………………

エントリー募集！
ジャンルを超えた自主表現系アーティスト集まれ！
エントリーは３部門
《Ａ》音楽部門(①アクスースティック・ステージ ②バンド・ステージ）
《Ｂ》パフォーマンス部門 《Ｃ》アート部門
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。
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
《Web・Facebook・Twitter 等を活用して、INDIKET 本番前後に限定せず、
INDIKET および参加アーティストの情報を PR！》
■INDIKET HIROSHIMA 公式サイト HP：http://www.indiket.net/
■Facebook ページ ★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「もとまち自遊ひろば」
└────────────────────────────────────────────

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
………………………………………………………………………………………………………………………………………
（報告：ゆうえん隊 六百田）

【６月レポート】
梅雨入りし、両日とも雨予報のひろば開催日。それでも、なんとか天気が持ちこたえてくれるのが自遊ひろばの不思
議なところでしょうか。大きなケヤキの木の下で、雨をしのいだり、テントの下に遊びの道具を寄せてみんなで一時避
難をして過ごしたり。雨降って結束固まる―チームワークが自然と生まれます。
ボランティアとして高校生も参加してくださるようになりました。まちづくりや地域づくりの活動に興味をもち自主
的に関わってくださる若い方がここ最近、増えてきているように感じています。
親御さんの自主的な会である、みまもり隊(自遊を楽しむ父母の会)は、昔ながらの手動のかき氷器を借りてきて子ど
もたちと氷をすり、涼を楽しみました。初めてひろばに遊びに来た方たちも、食べ物を通して子ども同士、親御さん同
士などそれぞれに交流が生まれていきます。ゆうえん隊とはまた違った関わり方で、ひろばの日をサポートしてくださ
りありがたく思います。
雨上がりのひろばでは、どろんこになって遊ぶ姿もあり、広い中央公園でいろんな遊びの姿がみられました。また、
11日は他の地域でも遊び場を開いており、見学に行きました。子どもの遊び環境づくりに関わる各地の活動が続いてい
けるよう、市担当課と連携しながら取り組んでいきたいと思います。
１，ひろば活動
・6月11日(日) 雨後曇：参加者 39名（R 18名･新 21名/リピート率 46%）、ゆうえん隊 6名
○見守り隊：3名 ○ボランティア：3名（高校生ボランティア部）

・6月25日(日) 曇後晴：参加者 51名（R 40名･新 11名/リピート率 78%）、ゆうえん隊 5名
○見守り隊：5名(2名加入)

○ボランティア：1名(大学生)

7

２，個人協賛金・寄付品について
・１４日(日)：３４５円
・２８日(日)：６５０円
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(川成)
・ボランティア受入連絡、調整(野村)
・データ打込み、アンケート集計(松本)
・活動写真整理・ＳＮＳの管理等(近藤・南部)
・日常活動の準備(備品購入・端材・廃材調達・整理、アンケート・日誌・名簿等 準備)
・広報、諸連絡、調整、その他(六百田)
４，その他
・市担当課へ連絡（基町小学校への連絡、コア会議日程調整について等）
５，地域連携活動
・６/１１ NPO子ども子育て支援ネットワーク会議・ゆめもくば見学―東広島市（六百田）
・６/１１ 冒険遊び場「東広島にプレーパークを作り隊」見学
―東広島市下三永グリーンスポーツセンター（鎌倉・六百田）
・６/１１ 冒険遊び場「ワンダふるたパーク」見学―西区古江西町公園（野村）
・６/１５ 呉にプレーパークをつくる会−呉(松本・六百田)
・６/２４ 基町生協センター共栄会H29年度総会―欠席
【６月１１日(日)のひろばの様子】
（ブログ http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog‑entry‑207.html）

高校生ボランティアのお兄ちゃんと木工作

「穴に落っこちちゃった！」

仲良し姉妹♥

食事風景ではありません(^̲^;)片栗粉でスライムづくり

雨が降ってきてテントに一時避難。そしてアソブ。

【６月２５日(日)のひろばの様子】
（ブログ http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog‑entry‑209.html）
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常連の子どもがボランティアの学生に火のつけ方を伝授

かき氷器。じ〜っとみている

布ブランコに揺れながら木に登る人を見る

「自遊食堂」になるひろば

雨上がりのどろんこ♪

「次はゾンビごっこしよ〜！」

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

これからのひろばのよてい
平成２９年 ８月２０日（日）
９月１０日（日）・２４日（日）
ひろばのじかん 10:00〜16:00
参加無料！
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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┏┓
┗■ 【６】文化交流プロジェクト 関連事業
└────────────────────────────────────────────

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：平成 29 年 8 月 6 日(日)
○場所：元安川親水護岸 とうろう流し会場
○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
○目的：
「とうろう流し」の実施に合わせ音楽演奏を奉献することで、原爆死没
者供養と平和への祈りとする。
○内容および方針：
・慰霊のための音楽奉献
Offering of Music
18：00〜21：00
＊流れ行くとうろうに向けた音楽演奏（献納）
＊演奏：2017 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＞・伊藤 紀江 ＜Norie Ito/ クラリネット＞・LaTICA〜福田ひとみ
（saxophone）
・ 野村彰浩（keyboard）
、三宅珠穂＜Tamaho MIYAKE/即興演奏：テル
ミン、鍵盤ハーモニカ、アコーディオン＞・小林義男＜Yoshio KOBAYASHI/ Computer
performance＞・The KOTO BAND 「SyaSya・
（しゃしゃてん）
」＜筝・17 絃＞

音楽奉献者は流れゆくとうろうを主役とし、その旅立ちを助ける役割を担う。
基本インスツルメンタル、3 時間程、ソロパート、沈黙パート、セッションパ
ートが続く。古今東西の音像が蘇甦り、それは川のように流れる。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

「大イノコ祭り」関連
今年、11 月 4 日(土)・5 日(日)の開催を目指し、1 本 2 万円の竹主協賛の募集を開始しました。
竹については、今年度から自力で確保しなければなくなり、竹林や、切り出し人等の確保に努力を重ねています。

竹主協賛募集中！
【
「大イノコ祭り」の開催】
期日：平成２９年１１月４日(土)から平成２９年１１月５日(日)
会場：袋町公園（広島市中区袋町９番）
【協賛規格】
大イノコの象徴「イノコ・インスタレーション 石動（いするぎ） 」に使用される
竹88本の竹主となっていただきます。
竹主様のお名前を竹に貼付（縦368mm×横86mm）いたします。
個人の場合は連名も可能です。
※ 石動 については別紙企画書をご参照ください。
【協賛金】
１本

２万円

【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）
Tell：082‑545‑7611 fax：082‑545‑7612
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

第６回まちづくり法人国土交通大臣表彰！
第６回まちづくり法人国土交通大臣表彰にあたり、平成２９年６月１６日、「特定非営利活動法人 セトラひろしま」が
「まちの活性化・魅力創出部門」で国土交通大臣賞を受賞しました。
平成２９年７月４日、国土交通大臣賞授賞したことの報告のために、広
島市長松井氏を表敬訪問。松井氏は、セトラへ、中央部地区のまちづく
りにおける市民ネットワークによるソフト形成の重要性、またたぶん
「えんこうさん」などの取組を指しているのでしょう、楕円形の都心づ
くり、西国街道のフォーカスにおける、都心間連携におけるソフトの役
割など・・言及されました。

平成２９年７月１８日パルテ・ザ・スタイル・オブ・ウェディングにて、
受賞記念パーティーを行いました。
出席者：７０名
内容： ・受賞内容のご紹介
・セトラひろしま 15 年の歩みご紹介など

くまさんの大書パフォーマンス 佐々木リョウ氏の即興賛歌 石澤良一氏の歌のメッセージ

セトラひろしま 15 年の歩みご紹介など

若狭理事長挨拶

この度、平成２９年度「第 6 回まちづくり法人国土交通大臣表彰（まちの活性化・魅力創出部門）
」をいただき光
栄と思いますとともに感謝申し上げます。
NPO 法人セトラひろしまは、広島市中心部の商店街（広島市中央部商店街振興組合連合会）と市民有志がパート
ナーシップを発揮し、広島市中心部地域（センターエリア＝セトラと呼んでいます）をもっと魅力的に、元気にしよ
うと活動を始めました。活動は現在、広場や公園、商店街街路空間といった公共スペースを活用し、アリスガーデン
パフォーマンス広場ＡＨ！などのイベントや、
「大イノコ祭り」や「えんこうさん」など祭りの支援、公園などでの緑
化や清掃活動、こどもの遊び場づくり（もとまち自遊ひろば）
、そして文化芸術プロジェクトに携わるなど、
「マチ」
を市民のさまざまな思いが表現されるステージと捉え多様な活動を展開しています。各々の活動は、その分野に得意
な人たちが集まり自律的に運営されています。と同時に、それら活動主体が相互に連携・協働することで、柔軟なア
メーバーのようなネットワークのもと新しいコミュニティーが生まれています。
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その中で、セトラひろしまはファシリテーター役として諸活動をつないでいくことで、広島市中央部のまちづくりに
貢献するとともに、新しい市民文化創出の担い手となることを目指しています。この受賞を機会に、今後さらに、私
たちの活動にご支援・ご協力、ご参画賜ることお願い申し上げます。
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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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