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

 明けましておめでとうございます。皆様、新年を健やかにお迎えになったこととお慶び申し上げます。 

   ※私の手違いで１２月号が遅れまして、新年号になってしまいました。申し訳ございません。 

しかし新年早々コロナ感染が爆発しましたね。セトラでもイベントがやっと正常に戻ったと喜んでいたのですが、また逆戻

りになるかもしれません。心配です。こうなったら全てオミクロン株に切り替わって、無症状または軽症のみとなり風邪と

変わらなくなることを祈るのみですね。どちらにしても一日も早い終息を願っております。 

 今年は都心部のエリアマネージメント「カミハチキテル」「並木コンソーシアム」も佳境に入り、それぞれ社会実験を実

施してビジョンの仕上げをしなくてはなりません。それらと各所の再開発がリンクすることにより、これから５０年の広島

市の「命運」が決まることになります。大事な年です。セトラもしっかり関わって行きたいと思っております。 

 広島市では「広島国際アニメーションフェスティバル」に代わり、「ひろしま国際平和文化祭（略称：ひろフェス）」が

初めて開催されます。セトラでも昨年より、関わりのある文化企画を担当しております。街中でのイベントには関わること

になると思いますが、未だ市からは打診がありません。コロナとの関連もあり、心配しております。 

 今年も波乱の年になりそうな予感ですが、一緒に広島を盛り上げていきましょう！今年も何卒よろしくお願いします。

（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 

 アリスでは、寒い季節になりましたが、未だに修学旅行のような光景を目にします。 
この状況が続くのかは、知りませんが、ゴミの量は、去年よりは増えています。(グリーン担当ですが) 
その為、徐々に活動も変化しています。来年度の正月。じっくり見させて頂きます？苦笑                 

報告 オザキ マサヒロ 

【活動報告】 
☆定期活動 
 ◎11月18日(木) 9：30～11：30 
参加者：グリーンスタッフ2名、ボランティアスタッフ5名 
作業内容：剪定・除草作業、清掃作業、散水作業、追肥作業 

 ☆定期活動とは別に、清掃・散水・調査活動等も継続中 
  ◎11月4日・5日・27日 10：00～12：00 
   参加者：グリ－ンスタッフ延3名 
   作業内容：清掃作業・散水作業・調査 
【活動予定】 
 ☆定期活動 
  ◎12月16日(木)、令和4年1月20日(木) 
 

セ ト ラ 通 信 
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■ソ－シャルガ－デナ－俱楽部 
新年あけましておめでとうございます。ソーシャルガーデナークラブは今年も、花を愛し・花壇を美しく整備し・抜い

ても抜いても生えてくる草と共存しながら、楽しいガーデナー生活を目指したいと思います。 
昨年を振り返ると、コロナがまだ完全には落ち着いていない時期でしたが、袋町小学校1年生と一緒に、コゲバチにイ
ンパチェンスを植えました。少しドキドキでしたが、無事終了して、校長先生も「子どもたちにこのような活動は、コ

ロナの中でも必要です」とおっしゃっていました。 
2 回目の活動はメンバーがタネから育てたパンジーです。2 回目も子どもたちは目を輝かせ生き生きと活動していまし
た。いつか植物博士が生まれるかもしれません。 
パンジーの発芽や育成については、気候の温暖化など様々な要因で、毎年難しくなってきているようにも思えます。な

るべく手間が少なくてたくさん花が咲くやり方はないか？ガーデナークラブのメンバーも知恵を絞りたいと思います。 
2022年寅年。今年も袋町プラザ周辺やパンセの像瞑想花壇を、花いっぱいにしたいと思いますので、ご期待ください。 
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┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW 

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

◎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                              

      12月→→ 2日、 9日、16日、23日 
       1月→→ 6日、13日、20日、27日 
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┗■ 【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！  
 HIC LIVE ×AH! 
2021年12月4日(土)  

 
■日時：令和3年12月4日(土) 13：00～17：30 

■天候：晴れ ■観客数：6，000人 

■場所：中区アリスガーデン 

■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 

■主催：（AH!）アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会 

（HIC presents LIVE in Alice）特定非営利活動法人セトラひろしま 

*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 

■企画プロデュース：特定非営利活動法人セトラひろしま・Cocoro-toプロダクション 
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■企 画 内 容：  

《ステージ展開》 

MC ゆうすけ 

13:00～チャーリーダンススタジオ  

13:30～アイドルーム 1部 出演 「絶望のポメラニアン」「サークルクラッシャー」  

14:10～アリスファーストチャンス  

出演 ◆インフマン ◆MC tAkiko  ◆大仲ヒナタ (おなかグーグース)◆燈たか (トモリ タカ)  

＊審査員：石澤良一、若狭利康 優勝（ベストチャンス賞）：MC tAkiko 

15:10～ PKH パフォーマンス&ワークショップ  

16:00～アイドルーム 2部 「絶望のポメラニアン」「サークルクラッシャー」  

16:50～HICプレミアムライブ 《HIC presents LIVE in Alice》 

中川悠希、シャーケンと仲間たち 

 《ブース展開》 

・アーティストによるCD等販売、アイドル出番後の特典会(チェキ撮影会) 

・デジタルプレミアム商品券タウペイ・宣伝ブース 

なんと192回目。「花と音楽の街」を推奨する「中ちゃん音楽の輪事業」から花の提供があり、ステージはクリスマス仕様に

仕立てる。観客が一杯で広場は終日にぎわった。その理由の一つに、しばらくコロナでできなかった「アイドルーム」の復活

だ。カメラ撮影をしようと、開演前朝から陣取る多くのファンたち。これも久しぶりAH!のステージに立つ登竜門・「アリスファ

ーストチャンス」も行われ、優勝は女性ラッパーのMC tAkiko。そしてアーバンスポーツのパルクールのデモ、HIC presents 

LIVEでシャーケンプロデュース、ラッパーたちオンパレードのライブで終わった。 

  

花の舞台、クリスマス仕様                      MC ゆーすけ 

  

チャーリーダンススタジオ・ダンスステージ 

 
アイドルーム 1部 
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 「絶望のポメラニアン」                       カメラの放列 

  

「絶望のポメラニアン」                   「サークルクラッシャー」  

  

「サークルクラッシャー」                   「サークルクラッシャー」 

 

アリスファーストチャンス  

  

審査員                           インフマン 
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MC tAkiko                      大仲ヒナタ (おなかグーグース) 

  

燈たか (トモリ タカ)                      優勝はMC tAkiko 

PKH パフォーマンス&ワークショップ  

  
アイドルーム ２部 

  

「サークルクラッシャー」                   アイドル出番後の特典会 
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ICプレミアムライブ 《HIC presents LIVE in Alice》 

  

中川悠希                          シャーケンと仲間たち 

  

シャーケンと仲間たち 

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

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！ 

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 

HIC2021～THE FINAL STAGE 

報告書 

 

■日時：12月11日(土) 12：30～17：30 

■場所：中区アリスガーデン 
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■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 

■協賛：＊当日パンフレットに広告掲載 

■企画内容：2021年 10月より 11月にかけ行われたオーディション・ライブを通して評価され、選抜されたアーティ
ストたちによるライブイベントの実施 

《ステージ展開》  【プロフィールはパンフレット参照】 

13:30 開演 オープニング 

【育成枠ライブ】 

13：40～ Rina♪ 14：15～   槙氏 14：50～藤月まりい 15：25～toy  

15：55～HIC公募 「金座街の歌」発表 

選定曲⑴うずら（作曲者・歌唱/演奏） 選定曲⑵中山泰造（作曲者・歌唱/演奏）・toy（歌唱/演奏） 

【ベテラン枠ライブ】 

16：25～キッタカ新世界 17：00～石澤ファンダメンタルバンド 

17：30～総評 フィナーレ 

●MC&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） 

●協力イベンター：夢番地、キャンディ プロモーション、ユニオン音楽事務所、 

Cocoro-yo プロダクション他 

《ブース》HIC参加アーティストによる音源・グッズ等の販売 

＊イベントの模様は後日動画にてyoutube配信されます。 

 
HIC（Hiroshima Indiket Community～広島インディケット村）の今期Final Stage.10月・11月とオーディシ

ョン・イベントを重ね、最終的に選抜されたアーティスト、若手4組、ベテラン2組が出演。みな表現に磨き

をかけてこのステージに臨む。天気も良く・・・多くのオーディエンスに囲まれ広い広場の空間に思いっきり・・

「気持ちいい！」といった、アーティストのコメントが多かった。ちなみに・・・公募した「金座街の歌」の

発表もあった・・・これがまた傑作！1曲を選ぶつもりが2曲も選ばれた。来年1月くらいからアーケードに

流れるということ。 

【育成枠ライブ】 

  
Rina♪                                     槙氏  
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藤月まりい                                toy  

 

 

《HIC公募 「金座街の歌」発表》 

 

選定曲⑴うずら（作曲者・歌唱/演奏） 選定書授与 

 

【ベテラン枠ライブ】 

  

キッタカ新世界                石澤ファンダメンタルバンド 

 
 



 

9 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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┗■ 【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） 

【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/ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2021年11月「もとまち自遊ひろば」活動レポ－ト 

1． ひろば活動 
●11月14日(日)  13：00～16：00 晴れ 

《事前申込者のみの参加》 

こども 20名（新規：11人  リピーター：9人 リピート率 45％）  

ゆうえん隊：5名（野村、本山、香川、川成、石丸）  見守り隊：1名（慶雲寺） ボランティア:5人 

●11月28日(日)  13：00～16：00 晴れ 

《事前申込者のみの参加》 

こども 19名（新規：8人  リピーター：11人   リピート率 58％）  

ゆうえん隊：5名（野村、本山、川成、石丸）  見守り隊：1名（慶雲寺）  ボランティア:9人 

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 

・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 

3．その他 

●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11月 「もとまち自遊ひろば」活動レポート（記録画像編） 

■11月14日(日) 13：00～16：00  

《冬眠中のカエルを掘り出した～事件だ、みな集まる！》   

サッカースタジアム建設でこの場所に移って2回目。木登りのために丁度いい樹があり仕かける。樹の上から見たらなか

なかいいシーン。定番の「ダルマさんころんだ」もいい。きれいにまん丸の泥団子の作品はボランティアの子が作った、

しかし何といっても昨日の「あそび大賞」は、わき目もふらずただただ地面を掘り続け、大きな穴を作った一人の女の子

に決定！！(レポート：石丸)     

  

火の起こし方って！                                    まん丸泥団子を陶器にみたいに焼こう！ 
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この樹って木登りに最適！                                   定番の「だるまさんがころんだ！」 

  

私は「穴を掘るのだ！」                     そして穴の中が私の居場所！ 

  

そうだ枯葉を入れて安心！安心！あんたが今日の遊び大賞！      のどかな自遊ひろば、のどかな日曜日！ 

 

■11月28日(日) 13：00～16：00  

11月28日(日)の冒険遊び場「もとまち自遊ひろば」、新しい場所にもなじんで来た。今の人数では対応できるが、参加者

が増えたら少し手狭かな。それに自由にかけっこしたり広く動き回る運動系の遊びはできない。その分、前の広場は広大

な草地の丘があってよかった。ところで今、昔の広場の様子を伝えようと絵本プロジェクトが動いている。過去の記憶を

大事にするという意図がある。 

さて当日の遊び、メインは「枯葉よ♪！」、何も秋の哀惜風情でない、ピークを越えつつある枯葉遊びシーズンの最後の

大遊び！広場の初めから終わりまで枯葉だけを専門に集めて遊び場を作る女の子がいる・・・まるで「アリとキリギリ

ス」のアリさんみたい。その一方、集められた枯葉を頭にかぶってはまき散らしてははしゃぐ女の子もいる。人それぞ

れ。そう寒くなったので焚火も人気、久しぶりに焼き芋を焼いた。ところで最近ボランティアの子が多く、高校生、大学

生の男女９人が参加、最初はこどもとの接し方が分からい様子だったが、しだいに広場の雰囲気に溶け込んでいった。い

つものとおり感想を聞いて解散。(レポート：石丸)     
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私は枯葉を集めるのた！                       わーい！枯葉シャワー！ 

  

枯葉プールでくつろごう！                       新手の遊び、紙コップピラミッドを紙飛行機で崩そう！ 

  

二人仲良くハンモックミノムシ                    ボランティアのお姉さん！もっと揺らして！ 
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よいしょ！っと。ツリーエレベーター。                 そうです焼き芋の季節です！ 

  

今日もなごやか自遊ひろば、いろんな遊び！              そして珍しく男子のボランティア諸君！大学生だって！ 

 
〇2021年 開催時間 通常時間帯 10：00～16：00  
12月12日(日)、12月26日(日) 
〇2022年 開催時間 通常時間帯 10：00～16：00  
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                                           
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

┏┓ 

┗■ 【５】伝統文化プロジェクト NOW 

 └──────────────────────────────────────────── 
「流川テラスストリート」賛同参加 

広島伝芸プレゼンツ邦楽ライブ 

tzujigaku「辻 楽」 
 

開催場所：「仏壇・漆器の高山清」前（広島市中区堀川町２－１７） 

開催日：11月26日(金)  

開催時間 ：①19：00～19：30 ②20：00～20：30 2回公演 

内容：西国街道沿いにおける日本伝統芸能啓発ストリートライブ 

   及びオンライン中継の実施 

出演者：広島伝芸・伝芸人 オンライン中継！～堂々実施！！ 

・【箏・三絃】・《The Koto Unit “Syasyaten” 》草川啓介、桑原由貴、榊ことね 

・【尺八】中村 亮太 
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広島伝芸HP URL QRコードポスター             「流川テラスストリート」チラシ 

 

主催：NPO法人セトラひろしま・日本伝統文化振興プラットフォーム「広島伝芸」 

共催（連携団体）：まちなか西国街道推進協議会 

協力：中区地域起こし推進課、広島市文化協会、広島市中央部商店街振興組合連合会 

＊令和３年度 区の魅力と活力向上推進事業補助金対象事業 
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流川テラスストリートで行われた、広島伝芸「辻楽」の様子 

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

広島市 まちかど音楽プロデュース事業 

クリスマスマス音街ライブ  

 
■場所：パルコ本館公開空地～西側並木通り側  

クリスマスイルミネーションを飾った並木通りシンボルツリー近く  

■日時：令和3年12月19日（日）15：30～19：00 

■主旨・目的： 

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、街角において季節にふさわしい音楽を市

民に届ける。 

■主催：広島市 

■企画：特定非営利活動法人セトラひろしま ＊広島市委託事業（まちかど音楽プロデュース事業） 

■協力：並木コンソーシアム・広島パルコ 

■観客動員：立ち止まって観賞した人  ５０人×４回＝２００人  

通りすがりに聴き入った人＝２００×４回＝１２００人 

■内容：音楽ライブの実施 30分程度のライブを4回実施 

パルコ公開空地と並木通りのエントランスとの関係。そのイベント効果の実証 

ライブ① 15：30～16：00 ライブ② 16：30～17：00  

ライブ③ 17：30～18：00 ライブ④ 18：30～19：00 

《演奏者》  

ライブ①及び②  フルート三重奏 クリスマス 

・フルートトリオ「アルベッロ・ディ・フェニーチェ」 

＊クラシック、ジャズ、ノエル等、スタンダードなクリスマス曲の演奏。 

ライブ③及び④  「タケウチフミノ & 野村彰浩」 

＊タケウチフミノ（二胡、fiddle）と野村彰浩（キーボード）によるエレクトロニカデュオユニット。電子音をバックに

古今東西の音楽要素等が挿入された即興演奏による音楽のプレゼント。  
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パルコ公開空地と市道の関係                パルコ公開空地・市道側へのイベント進出 

 

パルコ公開空地と並木通りのエントランスとの関係 

 

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

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！ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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「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◇ 


