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  141号2018.7-8 

   
▲理事長 今月の一言+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 西日本豪雨災害の残した爪痕は予想以上に甚大で、復旧にはまだまだ時間が掛かりそうです。被災された皆様にはあらた
めましてお見舞い申し上げます。本来ならボランティアで馳せ参じたいのですが、先日も持病の目眩が出まして、お盆休み
の間は、ほとんど家で休んでおりました。この猛暑のせいかもしれません。皆様もくれくれもご自愛下さいませ。結局は中
国新聞社に義援金を振り込むことしか出来ませんでしたが、中心部を盛り上げることで応援したいと思っております。中振
連でも加盟各店に義援金箱を配布して募金をお願いしております。見かけたら募金の程、よろしくお願いします。 
 さて猛暑の中、7月にはアリスガーデンのトイレを清掃するイベントが２つほど行われました。昨年からの継続で「アリ
スガーデン事業化検討委員会」で将来像を模索する一方で、現実問題としてトイレの美化が叫ばれており、それに呼応して
中振連と町内会と中区で組織する「まちなかまちづくり連絡会議」の中の「まちなかクリーンアップチーム」による清掃活
動により、トイレの壁がきれいになりました。またＡＨ！松川チームによるトイレ・タイルの清掃の行われました。これら
の活動を継続することにより、アリスガーデンのイメージアップが計られればと思っております。 
 8月6日には恒例の「とうろう流し」が開催され、セトラひろしまも今年で６回目となる「慰霊のための音楽奉献」を実
施いたしました。セトラの行事は無事に終わったのですが、とうろう流し自体が岐路に来ています。２０年前まではメッセ
ージはすべて預かって、実行委員会が船からのみ流していたのが「親水テラス」が完成したことにより、来訪者自らが流す
「手流し」が加わり、その比率が毎年増大していたのですが、ついに船からの割合が極端に減り、手流しが大幅に増えたこ
とにより、短時間に大勢の方が押し寄せる結果となり、長蛇の列が出来て待ち時間が限界になってきたのです。もう根本的
に実施方法を練り直す必要があります！ 中振連と広島市で本格的な協議が必要でしょう。 
 さて、今月もセトラ通信をじっくりご覧下さい。 

（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 
 └────────────────────────────────────────────── 
■アリスガ－デン植栽管理 
この度の西日本豪雨災害で、被害に遭われた方々へのお見舞い並びに、お亡くなりになられた方のご冥福を御祈りいたします。
私の住んでいる地域でも、両脇の山の谷が崩れ、時間差で大雨の2日後にとなり街で鉄砲水が出るといった被害に遭っており、
改めて更に自然の恐ろしさを実感している次第です。 
近年に無い異常な夏の暑さゆえに、アリスの散水については、仲間の理解を得て、週三回お願いしています。 
                                           （報告：オザキ マサヒロ）
【活動報告】 
定期活動 
☆７月１９日(木) 10時00分～13時00分 
  参加者：セトラグリ－ンスタッフ2名 
  作業内容：花木の剪定、散水、清掃活動 
☆定期活動とは別に、月曜に除草・清掃活動等も継続中。 
  7月2日・9日・12日・16日・20日・23日・25日・27日・30日 10時～12時  
  作業内容：除草、清掃、フラワ－ポットの移動 
 
 

セ ト ラ 通 信 
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┏┓ 
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW 
 └────────────────────────────────────────────── 
◎７月に行った活動   
●袋町公園美化・定期活動➡➡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行いました。 
◎８・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→→２日、９日、２３日、３０日 

９月→→６日、１３日、２０日、２７日 
 
 
┏┓ 
┗■ 【３】まちなか賑わいプロジェクト NOW／アリスガーデンパフォーマンス広場AH! 
 └────────────────────────────────────────────── 

 
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。 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

〈７月 AH!レポ－ト〉 
2018 年 7月 14 日(土) 『アリスでサマタイ♪』 
まずは、今回の豪雨災害で犠牲になられた方に心より哀悼の意を捧げます。 
冒頭、1分間の黙祷を捧げました。また、AH!では豪雨災害の義援金募集を、広島市の了承を得て行いました。 
この日は快晴で炎天下となったアリスガーデン。 
ステージは、IDiOL-ROOMのコーナーから HIROSHIMA GO!GO!さんが登場。 

 

そして卒業を迎えるMAPLEZさん。AH!への出演もこの日で卒業……IDOL-ROOMを象徴する存在を送り出しました。 
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続いてのステージはチャーリーダンススタジオさん！ 

 

さらに、なかちゃん音楽の輪プレミアムライブのコーナー、1組目となる 
カルフール・サクソフォーン・カルテットのみなさんによるライブ。 

  

そして手紙家くまさんの大筆パフォーマンス！ 
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ここで、急遽、フラのステージがっ！！ 

   
続いては吉岡香辛料研究所さんをお迎えしてのちょっとしたゲーム。 
紙コップに入ったレーズンやナッツ。  
ある紙コップに入ったものだけ激辛なのでした。 
 
そして再び「なかちゃん音楽の輪プレミアムライブ」のコーナー。2組目は、 
渕上里奈さんです！ 

 
さらにアリスファーストチャンスのコーナー。この日は珍しくイベント中盤。 
挑戦者のジャンルも様々。 
茉由さん、金山りょうかさん、dicekeyさん、りな荒らしさん、低燃費少女さんの5組が登場しました。 
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2位と1点差という僅差の争いを制して優勝したのは低燃費少女さんでした！ 
 
つづいては 
ドン・キホーテ 店長に挑戦企画と題して、水風船キャッチ。 

  
通りすがりの人、観客席の方とたくさんの方に参加していただきました！ 
 
さらに、中津からあげのぶんごやさんにご協力いただいて、唐揚げ大食い企画を開催！！ 

  

見事、優勝したのは大食い女王のひとみさん。このスリムな彼女がなんと6皿50個以上を平らげました！ 
しかもまだチャレンジ終了後にも余裕があるとのことでした。驚きです！ 
 
よしもとお笑いLIVEは 
松崎さん、クレメンスさんが登場しました。 
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そして、ステージ終了後はドン・キホーテさんによる 
お掃除！ みんなでゴミをひろいます！ 

 

ブースも充実！移動販売車メルカート ディ ヒロシマさんのフランスドッグ。かき氷も！シフォンケーキはグラグールさん。
無添加、手作りです。 

  

さらに大食い対決でもご協力いただいた中津からあげのぶんごやさん。 

  

そして、イベントにご協力いただいているドン・キホーテさんによる抽選会もありました！！ 
 
さて、8月のAH!は18日！ 
引き続き、炎天下が予想されますので、熱中症に気を付けてご参加ください。 

（文・写真:近藤倫生） 
 

「アリスガーデンパフォーマンス広場AH！」 
(セトラひろしま主催)魅活補助事業・関連事業＊5,7,9月はプレイベントとして実施 

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

〈８月 AH!レポ－ト〉 詳細報告は次号で！ 
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●ステージ 
MC：TOMOT、こーげ、ゆうすけ 
＊西日本豪雨災害の罹災者の方々を想って黙祷 
13:00 チャーリーダンススタジオ 
13:40 ドン・キホーテ店長に挑戦企画！ ラムネ早飲み 
14:00 広島剣友会 
14:10 西島瞳 
14:40 ドン・キホーテ店長に挑戦企画！ スイカ早飲み 
15:00 吉岡香辛料研究所 
15:15 パルクールショーケース 
15:30 DANCE BATTLE 
16:30 G-1グランプリ ゴミ拾いバトル！ ご参加下さい♪ 
17:30 低燃費少女 
18:00 大抽選会 参加したい方はドン・キホーテブースまで♪ 
 
●ブ－ス 
☆飲食カ－ 
☆協賛ブース（ドン・キホーテ） 
★イベント情報ブース 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

好評です！AH! ＲＣＣラジオ番組でオンエア！ 

“AH! FUN RADIO” 
月曜日 夜 21時～ 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 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

〈AH!スペシャル・アクション〉－Toilet Cleaning Day－ 

 「アリスガーデンのトイレや床や壁面を綺麗にしました！」 

広島の街のヘソでもあり、沢山の観光客の皆さんの目にも触れる重要な広場でありながら、老朽化はさて置き、あまりにも汚れている現状

があります。その中でもトイレ・・・。このままだと観光客が増えていく一方で汚い広島の街のイメージが広まってしまわぬ内に一番この

場所にお世話になっている私たちがこれまでのお礼に綺麗にすることに決めました。 

そこでただ綺麗にするだけだと、又すぐ汚くなるかもしれないので「広島の顔として汚さない」という啓発活動に繋げたいのでド派手で楽

しいイベントとして実施しました。 

さらにその様子を撮影した動画をSNSで拡散することで大きな成果に繋げていきたいと考えております。 

 

日時：平成30年7月22日（日）  13:30から15:30    天候：晴れ・酷暑  来場者数：1,500人 

主催：NPO法人セトラひろしま 共催：アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会 

企画：ココロトプロダクション 

協賛：(株)サニクリーン広島、広島パルコ、大成建設(株)、ドン・キホーテ広島八丁堀店 

内容： 

●ミ二LIVE （アイドル：Hiroshima GoGo 、ダンス：チャーリーダンススタジオ 

●DJによる極上サウンド～軽快な音楽が流れる中での清掃活動。 

●一般参加者及びキャスト総勢約20名、そしてサニクリーンお助けプロ集団の加勢による掃除  

●ドローンによるPV撮影：トイレの現状と、そのトイレがきれいになっていく様を動画に収め、主にSNS で動画拡散、youtube チャンネ

ル、webTVにて配信。 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

好評です！AH! ＲＣＣラジオ番組でオンエア！ 
“AH! FUN RADIO” 

月曜日 夜 21時～ 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 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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/ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
┏┓ 
┗■ 【５】まちなか賑わいプロジェクト NOW／INDIKET’18 
 └──────────────────────────────────────────── 

プロモーターとのマッティングチャンスを演出！ 
アーティストエントリー募集！！ 

INDIKET 18 
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 
 

【インディケット18 概要】 

日時：2018 年 9月 16日(日)、17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   イベント・パーソナリティー：石澤良一、山本将輝 

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

＊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14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 

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

インディケット18 について 

【音楽部門】 

弾き語り・バンド・創作音楽など 
ライブステージ（15分）＋物販（CD/ﾁｹｯﾄ等) 
       9月 16日(日)、17日(月-祝日) TIME/12：00～18：30  ＠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） 
■音楽部門の特典！ 
      評価の高いアーティストには特典が・・・・ 
    ・後日行われるポストイベント「IndikeTV」における支援対象アーティストにノミネート。 
   ・RCC ラジオ「AH! FUN RADIO」出演他 

【パフォーマンス部門】 

ダンス、マジック、お笑い、芝居、アイドル、詩の朗読など・・・ 
ライブステージ（5～10分）＋物販（実演/ｸﾞｯｽﾞ等) 
9月 16日(日)、17日(月-祝日) TIME/12：00～18：30  ＠アリスガーデン 

【アート部門】 
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絵画、彫刻、似顔絵、アパレル・ファッション、ハンドメイドクラフト、アクセサリー・写真など 
並木通りアートマルシェ～INDIKET in NAMIKI～ ＊並木通りに出店！ 
    9月 16日(日)、17日(月-祝日) TIME/11：00～17：00   ＠並木通り歩道部 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

☆エントリーアーティストは・・・ 

◎RCC ラジオ「AH! FUN RADIO」内で告知 

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PR! 

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

■音楽部門・パフォーマンス部門における評価の高いアーティストには特典が・・・・ 
・RCC ラジオ「AH! FUN RADIO」出演 

・後日行われるポストイベント「IndikeTV （インディケッティービー）」での、 

 なんと！支援アーティストにノミネート！ 

【一ヶ月後のポストイベント】 

～本ちゃんイベントの他にまだイベントがある！～ 

IndikeTV （インディケッティービー） 
イベント当日のライブVTRをパブリック・ビューイング（公開視聴）しながら解説・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が本気で評価、支援アーティストを決定！大手プロモーター
によるイベントに出場できるチャンス！ 
日時：10月中旬 詳細は後日発表！ 会場：ライヴ楽座 

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予定） 

 

INDIKET2018  （9月16日-17日開催） エントリー状況 
エントリーアーティスト（8月21日現在） 

《アリスファースト・チャンス チャンピオンシップ出場者》 

■Mr.MANE ＊マジック 
■佐々木隆宏 
■はる ＊ポップス 
■TOM  
■ベジタブルズ  
 
Ａ 音楽部門 
■リツカ  ＊ジャンル （ ロックバンド） 
■いくちい  ＊弾き語り CD 
■飴色りぼん ＊バラード 
■歌遊亭 円生 ＊フォーク 
■橘高優士 キッタカ３８ ＊弾き語り 
■土田悦治 ＊弾き語り 
■うずら ＊ピアノ弾き語り 
■シグレ ＊フォークソング  
■たけうちてつや ＊弾き語り 
■リユニオン ＊ポップス（歌・キーボード）  
■貫名 翼（かんめい つばさ） ＊ポップ バラード 
■CRYSTAL GEYSER ＊ロック、ポップス（バンド） 
■ALTER CORN ＊オルタナティブロック（バンド）  
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■柳生マサアキ ＊J-POP 弾き語り  
■槇氏 ＊ギター弾き語り  
■ラッシャー藤井 ＊キーボード弾き語り  
■sharken（シャーケン）a.k.a.柴犬 ＊Rap(ヒップホップ） 
■中山泰造 ＊弾き語り 
 
Ｂ パフォーマンス部門 
■林 嶈華(しょうか:雅号) 所属団体は広島剣友会 ＊剣詩舞  
■HIROXILE Vocal & Dance  ＊ダンス・歌 
■りな荒らし ＊お笑い  
■special guest －日本初上陸－ ＊歌   
■手紙屋くま ＊大書パフォーマンス 
 
Ｃ アート部門 
《両日出店》 
① Honono  
② ちとらぼ（citra´s labo）  
③ *miatan*  
④ 雑貨屋みらくる  
⑤ KAELINK & 夢黒  
⑥ 手紙屋くま 
《16日のみ出店》 
⑦ 朴訥な革屋  
⑧ Fam 
《17日のみ出店》 
⑦Fuku/193 
 
．……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
┏┓ 
┗■ 【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!∞!～ 

  



 12

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】                
 梅雨に入りました。ひろばの日前日から70％の雨予報。当日の朝、ゆうえん隊(スタッフ)で相談し、「雨が降るまでひろば
をやろう！」ということになりました。いつも倉庫から台車数台で運び出している遊び場道具は、いつ雨が降ってもいいよう
に雨に濡れてもよいようなものを選びコンパクトに運びます。木工道具が濡れないように、簡易テントで屋根を作り、ビニー
ルシートでタープをつくるゆうえん隊も。「～～～(遊び道具)は、今日はだす？」「こどもたちが遊びに来る様子をみてから
だそうかね？」と。ここ数年の活動で、野外で臨機応変に対応する技や心得も身についてきたように思います。  
着々とできあがっていく自遊ひろば。近所の常連の子どもがやって来て、さっそくカニを捕まえて遊んでいました。なには
なくとも遊ぶこどもたちに頼もしさを覚えつつ、初めて来た親子の様子を見て倉庫にハンモックをとりに行きました。 
この日、3、4年生の頃から遊びに来ていた高校生のRくんが一日の終わりのミーティングにも初めて参加しました。ゆう
えん隊として自分なりにひろばやこどもたちを見て関わっていたことに驚きました。自遊ひろばを通して、こどもたちの成
長していく様子を身近に感じられ嬉しく思っています。 
（報告：ゆうえん隊 六百田） 
 
１，ひろば活動 
・6月10日(日) 曇：参加者31名（R 21名･新 10名/リピート率 68%）、ゆうえん隊 8名 
 ○見守り隊：4名 ○ボランティア：2名(大学生) 〇訪問：2名(みやうち冒険あそび場)  
   
２，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・端材・廃材調達・整理、アンケート・日誌・名簿等準備) 
活動写真整理、広報、諸連絡、調整 等 

 ・チラシ同意書見直し 
 ・救急法講座、連絡 
 
３，普及に関わる活動 
 ・冒険遊び場づくり全国フォーラム 参加(6/17：岡山市) 
・研修（6/24：くるりさん） 
 ・冒険遊び場講演会 参加(6/30：廿日市市) 
 
４，その他 
・野外上映会会議(6/19) 
 
【６月１０日(日)のひろばの様子】 
自遊ひろばブログ ～ゆうえん隊日記「埋まりたい！」 
http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog-entry-224.html 
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        少年たちの火遊び                  「おれを埋めて！」 

    
自己流ツリークライミング？！    みかん箱でツリーリフト？！    のこでほぞをかこうとしている   

   
木工場の隣で木に絵を描き始めた人たち          使えるものは何でも使う！     シロツメクサで花冠♥ 

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

これからのひろばのよてい 
平成３０年 ８月１９日(日) 

９月 ９日(日)・９月２３日(日) 

１０月１４日(日)・１０月２８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  
 └──────────────────────────────────────────── 

◎大イノコまつり 
今年、11月3日(土)・4日(日)の開催を目指し、1本2万円の竹主協賛の募集しております。 
6月末時点で、竹主協賛予約が60本を超えたため、実施も決定いたしました。 
88本にはまだ満たないため、竹主協賛は継続募集中です。 
 

竹主協賛の募集中！ 

【「大イノコ祭り」の開催】 
   期日：平成３０年１１月３日(土)から平成３０年１１月４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。 

  【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   
Mail: ooinoko@cetra.jp 
website: http://inoko.webcrow.jp/ 
 

大イノコ祭り              検索    ウェブサイトQRコード    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ３０人 協力会員 ３６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◇ 


