
 

1 

 

  155号2021.10 

 

 

▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 

 長い間ご無沙汰して申し訳ありませんでした。久しぶりの「セトラ通信」です。ウイルス自滅のためか、ワクチン接種が

功を奏したのか、コロナ感染も落ち着きつつありますね。セトラも行動開始です！ 

この１年間、コロナ禍によって、すべてのイベントが中止となり、セトラの「まちなか賑わいプロジェクト」も休止状態

に追い込まれました。感染対策を施して何度かＡＨ！もチャレンジしたのですが、その都度、緊急事態宣言や集対策期間に

阻まれて続きませんでした。唯一活動できたのが、「グリーンプロジェクト」と「地域環境プロジェクト」でした。スタッ

フの皆さん、本当にご苦労様です。コロナ禍での活動に敬意を表します。 

「もとまち自遊ひろば」は、中央公園にてサッカースタジアムの工事が始まったため、放浪の日々が続いています。パー

クPFIの業者さんには、場所の確保をお願いしているので、安住の場所を得ることを期待しております。 

 「大イノコ祭り」は、コロナ禍において協賛金集めと準備が難しかったため開催中止しました。本通りの「亥の子巡行」

は、青年部さんの意向により感染対策をして10/30に決行。やはり街中に子供たちの姿が見られるのはうれしいものです。

かたや「大イノコ祭りを支える市民の会」では、11/6にライブ配信「大イノコ祭り夜話」を実施。悠一君と松川君が

YouTubeで語りまくりました。その準備とオペレートをしてくれたのが、木村岳くん。実は直前にトラブって、あわや中止

か？の事態を立て直して配信を成功させました。ちょっとグダグダになったので「リベンジしたい！」と張り切っておりま

した。そんな彼は、先日の「通常総会」にて、セトラの新理事に就任しました。おめでとう！活躍を期待しています！ 

 そのようにセトラの大命題である「若返りと世代交代」しながら、セトラ改革を進めたいと思っております。 

それでは久しぶりのセトラ通信をご覧下さい。 

（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 

【活動報告】 
☆定期活動 
 ◎9月17日(金) 9：30～11：30 
参加者：グリーンスタッフ1名 
作業内容：剪定・除草作業、清掃作業、フラワ－ポットの調査 

 ☆定期活動とは別に、清掃・散水・調査活動等も継続中 
  ◎9月1日・8日・10日・17日・22日・24日・29日 10：00～12：00 
   参加者：グリ－ンスタッフ延7名 
   作業内容：清掃作業・散水作業・調査 
【活動予定】 
 ☆定期活動 
  ◎10月21日(木) 10：00～12：00 
   作業内容：除草、剪定作業、清掃作業 等 
 

セ ト ラ 通 信 



 

2 

 

■ソーシャルガ－デナ－倶楽部 
9月はパンジーの種や土や容器を持ち帰り、メンバーがそれぞれの家で種まきをしました。 
9月の活動日にそれぞれがトレーを持ち寄りました。しっかり育った苗、ヒョロヒョロとした苗それぞれです。 
11月の袋町小学校一年生との植え替えに向けて、しっかり育って欲しいとの願いを込めて、ポットに植え替えました。 
また、いつもの活動、100メートル道路の「パンセの像」のお手入れ、ペンタスの切り戻しもしました。作業している
と、通りがかりの方が「いつも綺麗にされてますね。」と声掛けしてくれました。大変励みになります。 
11月には袋町小学校1年生との大きな鉢への植え替えがあります。花の好きなガーデナーズクラブのみんな、頑張っ
てます。 

 
 
┏┓ 

┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW 

 └───────────────────────────────────────────── 
◎９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。 

◎今後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                              

      10月→→ 7日、14日、21日、28日 
      11月→→ 4日、11日、18日、25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。 

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

アリスガ－デンパフォ－マンス広場ＡＨ！  
 “DANCE SPECIAL” 
2021年10月16日(土)  

 
■名 称：アリスガ－デンパフォ－マンス広場AH! 

■日 時：令和3年10月16日(土) 12：00～16：45 
■場 所：中区アリスガーデン  天候 晴れ→曇り→雨  ■観 客 数：5,000人 
■趣 旨 目 的：若者の健全な居場所づくり及び都心部の魅力づくり 

       ウィズ・コロナに対応する新しいイベントスタイルの発信 

■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  

■企 画 内 容：音楽ライブ＆ブース展開 

《コンテンツ》 

12:30~12:35 オープニング 
12:35~13:00 チャーリーダンススタジオ 
13:00~13:25  creeper 
13:30~ Studio Links Showcase 
14:15~ Studio Oneself Showcace 
15:00~ Dance Dance Dance Battle 
…………………………………………………………………………………………………… 
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《ブース展開》アーティストによるCD販売 

《コロナ対策》 

〇ステージ展開は夕方の待ち合わせ時間までに終了し密を避ける。 

〇観賞スペースを意識させるため、パルコ側、お好み村側の2ヶ所にローピングを行う。 

〇基本、観賞者は椅席に座ってもらい社会的距離を取る。 

＊広場広間にはグリッド交点に椅子配置、階段席には＋印をテーピング 

〇検温を行い鑑賞者スペースに入る人には氏名・住所・連絡先の記入をお願いする。 

〇密な集団ができないように空いた席に誘導する。どうしても立ち止まる人には距離が１ｍ以上離れるように誘導する。 

〇パルコ側、お好み村側、誘導役位置近く2ヶ所にテーブルを設置、消毒ステーションとする。 

〇非接触型検温器2台を用意、出演者及び座席に観賞者に検温する。 

〇以上をステージ転換時にMCで告知、注意喚起！ 

◎ステージ対策 

〇マイクは転換時、消毒 

〇ヴォーカルの場合、マイクの前に、透明塩ビ板（縦90㎝×横60㎝）×2枚を設置する。 

〇MCはマウスシールドをする。アーティストは演奏時以外マスクを着用。 
 
10月16日(土)、７月以来、久しぶり！AH!がアリスガーデンにやって来た。ＭＣはゆーすけ。 
今回は「ダンス・スペシャル」ということで、ダンス、ダンス、ダンスと徹底的にダンスで広場をうめる。 
最初は、いつものチャーリーダンススタジオのステージ。これまでのモノトーンを破られ、色彩がよみがえる。エネルギーがわ

きあがる。  

  
MC ゆーすけ                         チャーリーダンススタジオ 

    
チャーリーさんソロを歌う                   華やかなフィナーレ 

 
Tricking（トリッキング）というジャンルご存じだろうか？ ダンス、体操、ケリ格闘技の要素をミックスさせたパルクール系
の新しいアーバンパフォーマンスだ。広島ではやらせようと「クレーパー」という２人組が活動している。昔はスポーツと言え

ば体育会系の汗臭いマッチョマンを連想したが、今はオシャレに決めてクールに技を披露、ヒップホップ系の服装もかっこい

い。 
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つづいてStuduo Links ShowcaseそしてStudio Oneself Showcaseと、ダンススクールの面々のパフォーマンス。それにして
も恐るべしヒップホップカルチャー、今やヒップホップは地球のあらゆるところに染みわたり、地球カルチャーと思われる。そ

して国様に、ローカル変異と、個性化につき進む。音楽も微妙に和風テイストをリミックスしたり洗練度を上げている。小さい

子も、少年、少女みんな楽しそうに自然に踊っている。  

  
Studio Links Showcase 1                      Studio Links Showcase 2 

  
Studio Links Showcase 記念写真                  Studio Oneself Showcace 1 

   

creeper 

Studio Oneself Showcace 2 Studio Oneself Showcace 3 
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最後のコーナーは、「ダンス、ダンス、ダンスダンスバトル」。この人気コーナー、久しぶりの開催、MC 
がTANIに交代する。まず30名以上のエントリーがそれぞれ短く踊る。その中から選抜された8名がトーナメントを争う。ジ
ャッジはダンススクールのインストラクターたち。DJから任意に打ち出す音楽に合わせて2組が即興で踊って表現を競う勝ち
抜き戦。決勝にポップラップのMOJAとモエが残り、モエが優勝した。ちょうど雲行きがあやしくなったので、超マキで進行
する、まるで映画の早送りみたい、そして終わり、終わったとたんに雨が降り出す。 
開演中はお客さんも途切れることもなく、広場は大いににぎわった。本来のアリスガーデンが復活した。 

  
Dance Dance Dance Battle 予選風景1             Dance Dance Dance Battle 予選風景2 

  

Dance Dance Dance Battle トーナメント風景1         Dance Dance Dance Battle トーナメント風景2  

 ￥ 
Dance Dance Dance Battle 決勝ジャッジ            Dance Dance Dance Battle トーナメント・ボード  

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

好評です！AH! ＲＣＣラジオ番組でオンエア！ 

“AH! FUN RADIO” 
日曜日 12：30～ 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！ 
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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/ 

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

中区の魅力と活力向上推進事業 

Hiroshima Indiket Community Project 2021 

育成プログラム・第1次公開オ－ディションライブ 

 

■日   時： 10月17日(日) 13：30～16：30   

■場 所：中区アリスガーデン 天候 晴れ  ■観 客 数：3,200人 

■趣 旨 目 的： 

 〇公共空間を活用し街に音楽を露出させることで街文化（ストリートカルチャー）の醸成し、まちなかの魅力を創発し、新た

なるにぎわいづくりに繋げる。 

〇シンガーソングライターの育成支援 

〇そのシンガーソングズ・カルチャー（Singer-songwriter’s Entertainment & Pop Culture・・・）、その伝統の継承と振興  

＊HIC（Hiroshima Indiket Community～広島インディケット村）について：1960年代後半から70年代にかけ、吉田拓郎はじめ多

数メジャーアーティストを輩出し、未だに全国のミュージシャン達の記憶に残る伝説的な音楽サークル運動・「広島フォーク村」

の精神を大切に思い、また2005 年から2019年 にかけて毎年開催され広島のインディーズ・カルチャーシーンを牽引したイン

ディーズの祭典「インディケット」のレガシーを受け継き、今後の広島の音楽シーンの活性化のために集い共に支え合い共に楽

しむ音楽活動。 

■主  催：特定非営利活動法人セトラひろしま・Hiroshima Indiket Community 

＊中区の魅力と活力向上推進事業・「なかちゃん音楽の輪」事業賛同イベント 

■企 画 内 容： HIC 2021～アーティスト育成・アリスガーデン公開イベント 

《ステージ展開》 

〇参加アーティスト ＊7組の参加 15分程度のライブ 

藤月まりい 槙氏 中川悠希、だんでぃ、Rina♪、toy、シャーケン 

 ←講師・ゲスト講師による批評・助言  

●講師 石澤良一（音楽家・イベントプロデューサー）、松川友和（イベントプロデューサー） 

《ブース》HIC参加アーティストによる音源・グッズ等の販売 

 

広島のシンガーソングライターカルチャーを活性化しとう昨年から始まったHIC（Hiroshima Indiket Community）の活
動、コロナ感染で遅れて今年度初のアクションが10月17日(日)、アリスガーデンで行われた。育成プログラムのオーディショ
ンライブだ。 
今回のエントリーは7人（6人が弾き語り系、1人がラップ）で、藤月まりい 槙氏 中川悠希、だんでぃ、Rina♪、toy、シャ
ーケンとライブが進む。石澤良一氏と松川友和氏の二人が講師というかMCと役柄で進行、真剣な批評を言うかと思えば、ちゃ
かして笑いを誘うなどショーとしても面白い構成だ。 
ベテラン組のアーチストも参加し裏方スタッフを務めた。そしてライブの合間には育成組のパフォーマンスに真剣に感想を言っ

たり助言したりした。 
7人の内、去年参加したのは1人のみ 残りは今年初挑戦の新人だ、もっとも最後のステージを務めたラップのショーケンはす
でにベテラン組の域に達しているが、意識して育成プログラムに挑戦したという。 
やはり魅力のあるアーチストのステージには人の足が止まる。どこが違うのだろうか？楽曲のセンス、魅力なのだろうか、歌や

演奏の技量なのだろうか？ 
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最後にプロデューサー、石澤、松川、とりの3人の総評があって終了。概してアーティストは予想以上の力を見せ、これからが
楽しみだということだ。 
物販コーナーではオーディエンスがお気に入りのアーチストとの会話をしながらCDなどを買う風景が見られた。 
11月21日(日)に2回目の公開オーディションライブとともにベテランアーティスト・ライブを行い、選抜されたアーティスト
たちで12月11日(土)、ファイナルステージが開催される。いずれもアリスガーデンにて公開で行われる。 

  

石澤良一氏と松川友和氏                  会場風景 

  
藤井まりい                          槙氏  

  
中川悠希                          だんでぃ 

  
Rina♪                             toy 
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シャーケン                                                 総 評 

   

見守るベテラン組（スタッフとして参加） ベテラン組の講評 1           ベテラン組の講評 2   

  
育成組 他のアーティストのライブを聴き入る        物販コーナーでファンと交流 
 
 
 
 
 
┏┓ 

┗■ 【４】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） 
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【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 

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

●ブログ：中央公園「もとまち自遊ひろば」http://boukenasobiba.blog.fc2.com/  
●FBページ：「もとまち自遊ひろば」https://www.facebook.com/jiyuuhiroba/  
●ゆうえん隊体験・ボランティア募集「ACTIVO」https://activo.jp/pages/43 
◇広島市HP：http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1310631271064/ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

〇後期 開催時間 通常時間帯 10：00～16：00  
10月24日(日) 
11月14日(日)、11月28日(日) 
12月12日(日)、12月26日(日) 
○2022年 
1月9日(日)、1月23日(日) 
2月13日(日)、2月27日(日) 
3月13日(日)、3月27日(日) 

●FBページ「もとまち自遊ひろば」 https://www.facebook.com/jiyuuhiroba 
●事前申込： https://jiyuuhiroba.wixsite.com/motomachi/participation 
●ボランティア・スタッフの募集 ゆうえん隊体験について https://activo.jp/articles/62437 ◇広島市HP https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/84/4710.html                                           
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

２０２１年１０月「もとまち自遊ひろば」活動レポート 

【10月レポート】 

1． ひろば活動 
●10月24日(日)  13：00～16：00 晴れ 

《事前申込者のみの参加》 

こども 10名（新規：3人/5組 大人3人 リピーター：7人/4組 大人

3人 ／リピート率 70％）  

ゆうえん隊：4名（野村、本山、香川、石丸） 見守り隊：1名（慶雲寺） 

ボランティア:7人 

 

活動が終わって感想をのべるボランティア諸君 

《感想・気づき》 
コロナ感染第5波で長い間開催できなかった「もとまち自遊ひろば」がやっと開催できた。休止期間、サッカースタジアム建設
の工事エリアが拡張したせいで以前の場所が使えなくなり、中央公園で唯一市民に開放されている北東の林エリアで初めて行

う。今市民に開放されているのはそこだけで、地元のゲートボールチームのみなさん他、混雑する。交渉しやっと昼から使える

ことになった次第。リピーター7人、新規3名のこどもの参加、それに親たち、ボランティアの学生や社会人はなんと7人の参
加だった。はじめてのロケーションで自然を利用した遊具も樹木の配置を考えながら作る。こどもたちは自由に遊びをクリエイ

トしていた。外で遊びたいのだ・・外だともいっきり発散できるので親たちにも感謝された。 
それにしても今後また中央公園広場の工事の次第ではここも使えなくなる、どこへいけばいいの？話し合うがいい知恵はな

い・・・フライング自遊ひろば。（石丸） 
[今後の日程] 11月14日(日)、11月28日(日)  
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2. 事務局の活動 

ゆうえん隊LINE連絡・調整、経理（生協への支払いも）、ボランティア受入連絡・調整、 
事前申込者受付・連絡、データ打込、アンケート集計、専用HPの運用、SNSの発信 
・オンライン運営会議の実施 ＊10月10日(日)10：00～11：30 
・通常活動の準備 
（備品・ゴミ袋購入、端材・廃材・段ボール・紙類等調達、アンケート・日誌・名簿・駐車証等準備） 
・コロナ対策用品準備（消毒液、手洗い用アルコール消毒液、予備マスク、マウスシールド、 
非接触型体温計、広島コロナお知らせQR看板、アルコール除菌ティッシュ） 
・記録写真整理、報告書（レポート）作成、諸連絡、広報 

 

2021年10月 「もとまち自遊ひろば」活動レポート（記録画像編） 

■10月24日(日) 13：00～16：00  

  
もう落ち葉の季節か・・・                    枯れ枝使って△小屋 

  

ハンモックを吊るす、ひし形状の木の配置が条件          一人でターザンロープに挑戦！ 

  

すごい！できるんだ！                      おとなに囲まれて・・・何ができるのかな？ 
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新しいひろばはこんなところ 遠景1                新しいひろばはこんなところ遠景2 

   

ボランティア諸君の活躍 1                    ボランティア諸君の活躍 2  

   

苦労して砂遊びのコーナーを作る                 さっそく砂をふるいにかける 

   

冬眠中のカエルを掘り出した～事件だ！みな集まる         ホレ！カエルだ 
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┏┓ 

┗■ 【５】伝統文化プロジェクト－「でんでけ あたごいけ」 

 └──────────────────────────────────────────── 
広島市 まちかど音楽プロデュ－ス事業 

「ひろしま国際平和文化祭」応援～一年前まちかど音楽式典 

「でんでけ あたごいけ」 
 

■日 時：令和3年10月30日(土) 12：00～16：45 

■場 所：平和大通り 旧国泰寺愛宕池（中区 ANAクランプラザホテル広島前） 

■趣 旨 目 的：令和4年8月に開催される「ひろしま国際平和文化祭」の1年前PRイベント（応援文化イベント）として開

催。同祭が掲げるコンセプトである「平和文化」、その理念を、多様のままに、いまに生きる音楽表現において深めるととも

に、同祭の開催を一般に周知することを目的とする。なお、この企画は、市民が日常の中で音楽に触れる機会をつくるととも

に、国内外から広島を訪れた人をもてなし、にぎわいと交流を生み出すことを目的とした「広島市まちかど音楽プロデュース事

業」の一環として、市民の公共の場であり、広島の歴史的なホットスポットである旧国泰寺愛宕池において多様な音楽家の出会

いのもと演奏が行われる。 

■主 催：広島市 

■協    力：広島伝芸  

■企 画 内 容：  

①「ひろしま国際平和文化祭」応援セレモニー  

＊挨拶及びひろしま国際平和文化祭PR 18：15～18：20 

②ソロ、セッションで構成された音楽詩の上演 18：30～20：00 

テーマ 「海潮音」 海の音を聴くそして世界へ想いをはせる 
◎演奏者：「でんでけゾリステン」 
・福原 一閒 ＜Ikkan FUKUHARA/篠笛＞Shinobue(Japanese transverse bamboo flute ) 
・大野友梨子＜Yuriko OONO/薩摩琵琶＞ Satsuma Lute 

・LaTICA＜ラティサ/ エレクトロニカデュオユニット＞Hitomi Fukuda /Saxophone～Akihiro 
 NOMURA /Keyboard  
・榊 記彌栄 ＜Kimie SAKAKI / 筝・17絃＞Japanese zither 
・The Koto Unit “Syasyaten”＜筝・17弦＞Japanese zither 
◎推定観客数：滞留人数マックス80人 累計 300名程度（周囲通行人も含む） 

◎地下遺構に影響について：楽器、椅子、照明器具（スタンド式）等を床置きし、また池底部に白い和紙を装飾用に敷くのみで掘

削はしない。行事終了後は完璧に現状復旧を行うこととする。 

◎設置物・設置期間：令和3年10月30日（土）9：00～21：00 

搬入・会場設営：9:00～13：00 リハーサル：15:00～16：30 本番：18：15～20：00 撤去：20：00～21：00 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 ２２人 協力会員 ２６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◇ 


