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  143号2018.10-11 

   
▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 
   今年も一年大変お世話になりました 新年が皆様にとって良い年でありますように心よりお祈りしております 
 
珍しくクリスマス前に年賀状を投函し、ドリミネーションの「アートマルシェ」の撮影を終えて、このセトラ通信を書い
ております。発行が遅れまして、これをご覧になるときは年が明けているかもしれませんね。申し訳ございません。 
 セトラひろしまもこの１６年の間に、試行錯誤、紆余曲折、山あり谷ありでしたが、何とか継続することが出来ました。
すべて皆様のご協力の賜物ですが、この度『広島市民賞』を受賞することになりました！ 2017年の「国土交通大臣賞」に
続く快挙です。本当にありがとうございます。1月に授賞式がありますので、またご報告いたします。 
 そして1月から、石丸副理事長と松川理事は俄然忙しくなります。まず「平和大通り芸術祭ARTery」の2回目が2月22
日に始まり、今年で2回目となるアーバンスポーツの世界大会「FISE Hiroshima」のPRイベントを「紙屋町・基町にぎわい
づくり協議会」さんと歩調を合わせて企画し、3月末には4回目となるお祭り「えんこうさん」が開催されます。二人とも
体を壊さないように頑張って下さいね。皆様もご支援・ご協力をよろしくお願いします。 
 さて平成最後の年となる2019年はどんな年になるのでしょうか？ 世界情勢は緊迫しておりますし、国内では消費増税が
あります。広島では市長選もあります。何か波乱が起きそうな予感がしておりますが、とにかく自然災害のない平和な年に
なることを願うばかりです。 なにとぞ新年もご指導、ご鞭撻いただきますようにお願い申し上げます。 
 

（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 
アリスガーデンでは、毎年ある行事を終えて、落ち着いた頃に春に向けての花を植栽する予定です。早い段階で花を今の時期
に植えてしまうと、踏まれたり、ゴミを投げ入れられたりして、花壇が荒れ放題になる可能性があるからです。長年の生活の
知恵と言いますか、工夫です。いろいろあった一年ですが、平穏に来年に向けて終えることを願っています。 
（報告：オザキ マサヒロ） 
【活動報告】 
☆定期活動 
◎１０月１８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、フラワ－ポットの移動、清掃活動 
 ◎１１月１５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、除草、清掃活動、フラワ－ポットの移動 
☆定期活動とは別に、月曜に除草・清掃活動等も継続中。 
  10月2日・4日・9日・11日・15日・22日・25日・29日 10時～12時 
  11月1日・5日・12日・21日・26日・29日 10時～12時 
  作業内容：散水、清掃、フラワ－ポットの移動 
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■ソ－シャルガ－デナ－倶楽部 
いつの間にか本通りにえびす講の音楽が流れ、賑やかな通りへと準備が進められております。早いもので平成 30年も残すと
ころ少しとなり、気だけ焦りを感じています。 
 去る１１月１４日、我が倶楽部メイン行事「袋町小学校児童との花育活動」を行いました。今年の1年生はどんな子どもた
ちだろうとワクワク楽しみに当日を迎えました。今年の1年生は、元気いっぱい、素直な子どもたちでおばちゃんたちは押さ
れ気味でした。子ども達を主体に活動するように導くのもどうなるかと思っていましたが、一生懸命に取り組む姿に思わず、
笑みがこぼれました。楽しいひと時を過ごし、若いエネルギー充電完了！ 
 「カメラのおじちゃん～」と若狭理事長は人気者で引っ張りだこ！お疲れ様でした。 
 午後から、平和大通りの瞑想花壇の植え替え作業を行いました。 
今までのイメージを一新し、新たなデザインで植え替えました。チューリップがどのような効果をもたらすか、楽しみにして
おります。乞うご期待！！ 
【活動報告】 
☆ 11月7日（水）  プラザ前のハンギングの植え替え  

＊ガーデンシクラメン 各10苗 12基 
☆   14日（水）  袋町小学校1年生児童との花育活動 （午前） 
           ＊パンジー 各10苗 19鉢            
           瞑想花壇の植え替え （午後） 
           ＊パンジー（2色）・ノースポール・チューリップ球根 
【活動予定】 
☆ 12月5日（水）  定例活動 
           お正月を迎えるための美化活動を中心にXmasの飾りつけ 
 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW 
 └────────────────────────────────────────────── 
◎１０月→１１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。 
◎１２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                              
     １２月→→６日、１３日、２０日 

１月→→１０日、１７日、２４日、３１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。 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

〈１１月 AH!レポ－ト〉 
2018 年 11 月 18 日(日)  
11月のAH!はえべっさんスペシャル！えびす講の真っただ中で開催しました。 
オープニングはチャーリーダンススタジオのみなさん！ 
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つづいては、パルクールショー 
今年広島で開催されたアーバンスポーツの祭典FISEでも注目されたスポーツ。 
2019年にも広島でFISE開催が決まる中、引き続き要チェックです。 

  

そして手紙家くまさん 

  

なかちゃん音楽の輪プレミアムライブのコーナーはDANDIMITEさん。 

 

ドン・キホーテ検証企画のコーナーでは、パーティーグッズを試して効果のほどを検証しました。 
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つづいては再び、なかちゃん音楽の輪プレミアムライブのコーナー、出演は、 
NTT西日本中国吹奏楽クラブ・金管アンサンブルのみなさん。 
そして吉岡香辛料研究所さんのコーナー 
もちろん今回も激辛。当たってしまった人は悶絶、吉岡所長がどんどん生き生きしていきます。 
さて、ダンスバトルはチャンピオンシップ。年間チャンピオンを決める闘いです。 

  

もちろんジャッジを務めるダンサーによるダンスショーも！！ 

  
そして激しいバトルの結末は―― 
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COHEYさんが優勝！ 年間王者に輝きました！ 

 
IDOL-ROOMのコーナーは、低燃費少女さんが登場。 

  

続いてのLIVEステージは柔和智也さん。 

  
そしてドン・キホーテじゃんけん大会のコーナー。勝ち残った人にはドン・キホーテさんからプレゼント♪ 
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ここでステージはパルクールショーに。 
昼間のステージに続いてここでも観客の度肝を抜くアクションの数々が炸裂しました。 

  

この日ラストは、SPECIAL GUEST －日本初上陸－という名のユニットが登場！ 

  

「ズルく」会場を沸かせます。 
そして、ステージ終了は恒例となったお掃除 TIME！ 
特に頑張った方はドン・キホーテさんから表彰＆賞品贈呈。 

  

アリスガーデンをキレイにして終了しました。 

（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 

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

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】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 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
【１０月レポ－ト】 

10月の中央公園では、季候もよく芝生広場やグラウンドで野外イベントが開催されていた。参加者も多く、ボーイスカウト
大会では自遊ひろばとエリアの重なりが心配されたが、行政の事前の配慮や、当日の担当者同士の理解がはかられたため、
「こどもの主体的な活動」という大きなくくりの中でお互いの活動が賑わっていたように感じた。こどものあそび場づくり
の活動はもちろん、公共の場を共有するひろば(オープンコミュニティの場)づくりは、大人同士の理解がとても大切である
ことを再認識した。 

 （報告：ゆうえん隊 六百田） 
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１，ひろば活動 
・10月14日(日) 晴：子ども97名（R 55名･新 42名/リピート率 57%）、ゆうえん隊 9名 
○見守り隊：4名 ○竹ひろば：6名(内 大学生5名) ■ボーイスカウト大会同時開催 
・10月28日(日) 晴：子ども52名（R 30名･新 22名/リピート率 58%）、ゆうえん隊 7名 
 ○見守り隊：2名 ■フードフェスタ同時開催 
   
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 

 
３，普及に関わる活動 
・広島版冒険あそび場マップづくり情報収集  
 ・10/10 広島工大 福田教授と打合せ(3/3 冒険遊び場普及勉強会) 
 ・10/15 おやこにいいもの「くるり」 佐田さんと打合せ(3/3 冒険遊び場普及勉強会) 
 
４，その他 
 ・10/10～13 自遊ひろばチラシを市から約7000部配布 
（広島市中区・南区・西区・東区・安芸区の公立幼稚園年長・小学校1年生へ） 

 
 
【１０月１４日(日)のひろばの様子】 ボーイスカウト大会同時開催 

   
竹を割るところをじっと見ている         割った竹を使って・・・「ここを糸にひっかけるんよ」 

   
さつま芋をもって久々に遊びに来た兄妹。焼き芋焼けたかな？     泥団子をにぎる    ロープだ。ジャーンプっ！ 
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「どうなるのかな？」ドリルの先っちょに近づいて見ている。  自分よりちっちゃい子。「どうやって遊ぶのかしら？」 

   
         一緒にお絵かき♪                     初めて出会い、一緒に砂風呂♥ 
 
【１０月２８日(日)のひろばの様子】 フードフェスタ同時開催 

   
   う～ら～め～し～や～～          火遊びにドキドキ        「たのしそうね、それ。」 
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    重箱にお料理詰めて～♪                 段ボールの迷路？それともハウス？？ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
【１１月レポート】 

秋の中央公園ははっぱがいっぱい！今月は、「もとまち自遊ひろば☆８周年アニバーサリー」を冒険遊び場普及イベントと
して開催しました。今年も自遊劇場(舞台ステージ)づくりをし、当日は落ち葉の大きなプールと連動したこの小さなステー
ジで、歌に踊りに大道芸、即興劇と大いに楽しみました。音につられてステージ上がる小さなこどもたちもあり、自遊ひろ
ばらしい「自遊劇場」となりました。 

１１月の３回の自遊ひろば開催で、こどもだけでも約４００人の参加となりました。レジャーシートや簡易テントを張って
のんびり過ごすファミリーの姿もたくさん見られました。秋の中央公園は、イベントもあり、こども連れで１日のんびりと過
ごすには適した憩いの場となっている現状を感じました。 

（報告：ゆうえん隊 六百田） 
 
１，ひろば活動 
・11月11日(日) 晴：子ども191名（R 80名･新 111名/リピート率 42%）、ゆうえん隊 7名 
○見守り隊：3名 ○ボランティア：1名(広大) ■「廣島古物會」同時開催 
・11月24日(土) 晴：子ども34名（R 10名･新 34名/リピート率 29%）、ゆうえん隊 6名 
 ○見守り隊：4名(1名加入) 〇協力：M98大学生4人「マトリョーシカフェ」  
●アニバ準備日：自遊劇場作り、マトリョーシカフェ＆段ボール工作、玉葱の皮染め試作・食べゴト(見守り隊) 
 ・11月25日(日) 晴：子ども140名（R 72名･新 69名/リピート率 51%）、ゆうえん隊 8名 
 ○見守り隊：4名 〇協力：「ワンダフルタパーク」「ひろしま 
●『もとまち自遊ひろば☆8周年アニバーサリー』 
：自遊劇場13時半～15時頃、はッぱネルづくり、玉葱の皮染め・食べゴト(見守り隊) 、自遊写真展 

   
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 
音響機材貸出しの登録証申請、アニバーサリーへの協力依頼・打合せ等 

 
３，普及に関わる活動 
・広島版冒険あそび場マップづくり情報収集  
 ・11/25 冒険遊び場普及イベント「もとまち自遊ひろば☆８周年アニバーサリー」・自遊写真展 
 
４，その他 
・11/22「みどりいきもの協会」へ落とし物受取り 
・11/22・26音響機材 借入・返却 
・11/26 中央公園現場チェックと清掃・シルバー人材センターへ挨拶 
 
【１１月１１日(日)のひろばの様子】 「廣島古物會」同時開催  

  
向こうの芝生エリアでは蚤の市で賑わう中央公園          テントやレジャーシートを広げてのんびり過ごす 
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【１１月２４日(土)のひろばの様子】 「８周年アニバーサリー」準備日  

   
はっぱのシャワ－だぞう！             落ち葉がいっぱい！    落ち葉のプ－ルにダイブ！ 

  
はっぱ合戦                     どこにいるかわかるかな？ 

  
M98の学生さんが「マトリョ－シカフェ」をもって遊びに♪           明日の「自遊劇場」づくり 

 
【１１月２５日(日)のひろばの様子】  「もとまち自遊ひろば☆８周年アニバーサリー」 
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段ボールやら折り紙やらはっぱやら。工作盛り上がってます♥                   木工作も賑やか。 

   
玉葱の皮染めでグツグツ     絞った輪ゴムを外す。さて、出来映えは？・・・幸せの黄色いハンカチ－フにTシャツも♥ 

   

おとなもこどももはっぱっぱ～♪              はっぱの中から現われた？！     何でも遊びになっちゃうぞ。 

  

「乗ってく？」                            焼き芋の準備。中学生の兄さん手際がいいね！

  
自遊劇場オープニングは「ワンダふるたパーク」          歌う鉄人！「タイゾー」さんと「ちびっ子」シンガー 
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バックにはいつの間にか「ちびっ子」バンド現る！           「広島学院ジャグレンジャ－」の若さあふれるパフォーマンス 

  
即興的コスプレ劇「ガクゲキ団」と「プリキュア」も♥          最後は「タムラドヒサシイ」と皆さんでフォークダンス♪ 

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

これからのひろばのよてい 
平成３０年１２月 ９日(日)・２３日(日) 

平成３１年 １月２７(日)・２月２４日(日) 

     ３月１０日(日)・２４日(日) 

ひろばのじかん 10:00～16:00 
参加無料！ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【５】文化交流プロジェクト／大イノコ祭り 
 └──────────────────────────────────────────── 

大イノコ祭り2018 事業報告書 
事業名 大イノコ祭り 
日時 平成３０年１１月３日(土)  11時00分～20時30分 

     １１月４日(日)  11時00分～20時30分 
場所 広島市中区袋町公園 

「亥の子巡行」及び「お練り」：本通商店街・金座街商店街 
主催団体 大イノコ祭りを支える市民の会 

共催団体 広島本通商店街振興組合 

後援団体 広島市・中国新聞社・NHK広島放送局・中国放送・広島テレビ・テレビ新広島・広島ホームテレビ、広島エ
フエム放送・ＦＭちゅーピー76.6MHz 
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協力団体 協力：袋町地区社会福祉協議会、袋町学区子供会、中町町内会、袋町1区町内会、広島市立袋町小学校、広
島市中央部商店街振興組合連合会、うらぶくろ商店街振興組合、日本焚火学会、おやじ活性化委員会、NPO
法人法人里山環境保全みどり会、NPO法人農音・NPO法人セトラひろしま    

参加人数 スタッフ・出演者のべ約150名  亥の子巡行参加者約60名 
「大イノコ」参加者のべ約120名 
観覧等人出：(2日間)約11,000人（袋町公園会場のみ） 
＊11月4日(土)晴れ  5,560人  11月5日(日)晴れ  5,440人 

実施内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11月3日(土) 
11：30～大イノコ屋台 開始 
13：00～「亥の子巡行」  
15：00～「大イノコ」＊竹の力を使って大石を上げ、上がった大石で地面を搗（つ）く 
19：00～「表祝祭」（出演： Hyou Tami、Kotoユニット「シャシャテン」） 
20：30～ 大石おろし 
11月4日(日) 
11：30～ 大イノコ屋台 開始 
13：00～「大イノコ」＊竹の力を使って大石を上げ、上がった大石で地面を搗（つ）く 
18：10～ お練り 出発 
18：30～ 「裏祝祭」  
      太鼓演奏（太鼓打ち雷男）→ 

振る舞い（餅まき）＊広島市長・松井一實氏も参加 →大石揺らし 
20：00～ 綱 切      
◎折り鶴のお焚き上げ 「はばたき」【11月3日12：00～4日18：00】 
折り鶴として広島に集まったたくさんの人々の思いを、お焚き上げによってもう一度自然にもどし、世界
中に広げる参加型セレモニーを行いました。 
◎ブース【11月 3日～4日 11：00～20：00】中央部商店街青年部（当たりくじ、ソフトドリンク、生ビー
ル）、やばきゅうぶ学園（ピザ）、ネパール薬膳料理 nagomi（薬膳料理）、チーム桃瓜《広島国際大学》（和
菓子店「多津瀬」とのコラボした創作和菓子、洋菓子店「立町カヌレ」とコラボした創作洋菓子、焼きそば、
ベビーカステラ）、おやじ活性化委員会（竹酒、コーヒー、チーズの燻製）、日本焚火学会（猪鍋・ぜんざい、
こんにゃくステーキ・おはぎ）、瀬戸内ふぁーむ（餅つき、餅）、竹遊び☆ひろば（マシュマロ、:焼き芋）、
NPO法人農音（中島産温州蜜、猪肉の丸焼き体験コーナー） 

実施効果 本年の大イノコ祭りも無事に終えることができました。 ご支援、ご協力くださった皆様方には心より感謝申
し上げます。 今年で６年目になり、いろいろな機関や組織との関係も深くなり、内容も充実してきました。 
国際大学の学生が進めたお菓子開発は、今年も多津瀬様との和菓子に加えて、立町カヌレ様がご協力くださ
り、見た目も味も素晴らしいものができました。 竹の準備についても、里山保全をされている方々のご協力
もあり、滞りなく用意することができました。大イノコ祭りを中心に各方面の有志が集まり、地域の方々と
協力し合あうことで、幅広い関係性が築かれつつあります。 また、近隣への騒音を防ぐよう音響を工夫した
り、祭り中にこまめに清掃活動を行ったりと、地域の方々への配慮を行うことで、今後も改善は必要ですが
徐々にご理解いただけるようになってもきました。 
これからも、祭りを通して様々な人が協力し、支え合い、楽しめる場を作ってまいりたいと思っています。 大
イノコ祭りを支える市民の会一同、頑張ってまいります。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

大イノコ祭り2018 画像記録ダイジェスト 

   
竹を準備                        竹を立てる 
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亥の子神事                    こどもたちによる大イノコ 

     
祝祭～振る舞う                     祝祭～石と触れる       

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
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◇ 


