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今年もやります！本格的な森のジャズライブ♪
里山あーと村の 夏 といえば「
森のジャズライブ」♪
われら里山あーと村の村民は、これがないと夏が終わ
らないのです！
昨年は広島のＪＡＺＺ界の大御所が勢揃いし、里山
あーと村はこれまでより一層、本格的なＪＡＺＺの雰囲
気に包まれました。各出演者のファンの方を含め、初
めて里山あーと村を訪れたお客様も大勢いらっしゃ
いました。皆様、ありがとうございました。
そして、昨年の最強メンバーに加え、今年はスペ
シャルゲストを企画中です。是非ご期待下さい！
（２面参照）
またこのジャズライブの開催に向けて、準備が着々
と始まっております。ジャズライブは皆様のご協力の
上に成り立っております。今年もジャズライブの成功
に向け、皆様のご協力をよろしくお願いします。
会員以外のご参加も大歓迎です。ボランティア精
神旺盛なあなた、是非ご協力をお願いします！
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♪♪ 第７回 森のジャズライブ２００７ ♪♪
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７〜８月の活動
集まれ、子供たち！

里山あーと村

要事前申込！

もりの図工教室

７月２２日（日） ９：３０〜１５：００
（受付９：００〜）
安芸区阿戸町内の里山あーと村において、豊かな自然を活用し、絵手紙や
砂絵、イーゼル（画架（がか）
）などの「図工教室」を開催します。
大人も子どもも、安芸区以外にお住まいでも、どなたでも参加できますので、
お気軽にご参加下さい。

講師：洋画家
三浦 たか志先生

▼集

事前準備
７月１５日（日）
９：００
７月２１日（土）
８：３０
＊ご協力をお願いし
ます！！

合 山小屋前集合
＊雨天時は、阿戸福祉センター（８５６−０２９４）
▼締め切り ７月１８日（水）必着
▼参 加 費 無料（先着子供約５０名 大人の同伴も可）
▼持 ち 物 絵の具道具一式、帽子、手ぬぐい、弁当、飲物
各自、熱中症対策をお願いします。
▼雨天時会場変更 天候の判断に迷う場合は、当日の朝
７時３０分以降に安芸区守衛室 までお問い合わせ下さい
（０８２ −８２１−４９５０）

砂絵とイーゼル

森のジャズライブ２００７
８月２６日（日）
▼出

演

１３：００〜１５：３０（開場ＡＭ１１：３０）

ＪＡＺＺ

▼ところ
▼雨天決行

ＷＯＯＤＳ；藤井政美（Produce＆Sax） 清水末寿（Sax） なかにし隆（Key）
井上博義（Bass） 藤井学（Drums） スペシャルゲスト（ボーカル）
里山あーと村 森のコンサート会場（安芸区阿戸町牛ヶ谷の市有林 森林内）
専立寺（せんりゅうじ）：地元阿戸町の由緒あるお寺です。
＊ただし、台風時など中止の場合があります。天候の判断に迷う場合は、当日の午前１０時以降に
安芸区守衛室までお問い合わせ下さい。（０８２−８２１−４９５０）

▼参加費

１，５００円

▼申し込み

参加される方は事前にチケットの入手をお願いします。当日、受付でチケットをお見せの上、参加費
をお支払下さい。なおチケットは７月上旬以降、あーと村の各活動日の現地、安芸区農林課、ＪＡ安
芸阿戸支店で入手できます。

＜１８歳未満は無料＞

ジャズライブスタッフ 大募集！
〜「ボランティアの日」などにご協力をお願いします〜

当日スタッフの方は 8:30 に阿
戸公民館手前の駐車場に集合

森のジャズライブに向けて準備を行います。スタッフとして準備に
汗を流したら、当日の感動はひとしおです！合わせて当日スタッフも
大募集中。皆様のご協力を、よろしくお願いします。
＜日程＞＊開始時間が異なりますので、ご注意を！！

①８月１２日（日） ９:30〜15:00 森づくり・ステージ周辺
②８月１８日（土）・１９日（日） ８:00〜15:00 周辺の草刈りなど
③８月２５日（土） ９:30〜15:00 スタッフ役割分担など最終準備
④８月２６日（日） ８:30〜16:00 ジャズライブ当日
＜当日スタッフの内容＞
受付、駐車誘導、会場設営、誘導標識設営、カメラ・ビデオ記録、
飲食準備･･･などなど。たくさんのご協力、お待ちしております！！

初登場！
風船の入口

やさいの会（第１日曜日）

そばの会（第４日曜日 他）

７月１日（日） ８：３０〜 （午前中）
ジャガイモの収穫、畑の管理

今年のそばを植える時期になりました。
夏の暑い中での作業ですが、年末の新そば会の
ため、みんなで頑張りましょう♪

８月５日（日） ８：３０〜 （午前中）
夏野菜の収穫、畑の管理
いずれも、暑い時期なので、集合時間を早めます。
遅れて参加されてもかまいません。
午前中で作業は終わらせる予定です。

▼集 合
▼持ち物

いずれも、菜園集合
畑の作業に適した服装、飲み物をお忘れな
く。
（必要な方はお弁当もお持ち下さい。）
▼小雨決行。雨天時は翌週日曜日に順延

８月中旬の平日 シソジュース作り
（集合時間・場所は、参加者で決めます）

７月 ８日（
日） ９：００〜

草刈・
耕耘

※雨天の場合は、７月１５日（日）

８月１２日（日） ９：００〜
８月１９日（日） ９：００〜

草刈・畝立て
畝たて・種まき

▼集 合
▼持ち物

そば畑
作業のできる服装
帽子、軍手、長靴、飲み物、弁当（必要な方）
▼小雨決行
天候の判断に迷う場合は、当日の朝 7 時３０分以降に
安芸区守衛室までお問い合わせ下さい
（０８２−８２１−４９５０）

８月２６日（日） ８：３０〜

森づくり（第２日曜日）

ジャズライブで、「手打ちそば屋」
出店！！

７月 ８日（
日） ９：００〜 第２トイレ周辺の整理
８月１２日（日） ９：００〜 第２トイレ周辺の整理
６月に植林した東屋から大池までの森を、人が散策で
きるようにしましょう 。
▼集 合
▼参加費
▼持ち物

山小屋前集合
保険 100 円(年間保険に未加入の方)
汚れても良い服装、靴、手ぬぐい、帽子、
軍手、弁当、飲み物
▼雨天の場合 道具の手入れや今後の森の手入れにつ
いて相談しましょう。また、ものづくりと
共同の木工品の試作づくりもいいかも。

ビオトープ（第４日曜日

他）

ものづくり（第３日曜日）
７月１５日（日） ９：００〜 ポンプ小屋のリニューアル
今あるポンプ小屋は 機能的ではありますが、やはり芸術
（あーと）の里山にふさわしいよう、リニューアルします。

８月１９日（日） ９：００〜 野外ベンチの補修
年に１度の野外ベンチの一斉補修。 ジャズライブにお
越しのお客様を気持ち良くお迎えするため、きれいにしまし
ょう。

▼集 合
▼参加費
▼持ち物

７月２２日（日） ９：３０〜

いずれも山小屋前集合
保険 100 円(年間保険に未加入の方)
汚れてもよい服装、手ぬぐい、帽子、
軍手、弁当、飲み物

池の周りの整備と観察
８月１９日（日） ９：３０〜 池の整備（
第３日曜日）
ジャズライブ準備日のため、短時間で行います。

▼集 合
▼持ち物

いずれも山小屋前集合
汚れてもよい服装、長ぐつ、帽子、
手ぬぐい、軍手、弁当、飲み物

エコエネルギー（第３日曜日）
７月１５日（日） ９：００〜
第１トイレに付ける、太陽電池で動く「脱臭設備」
の製作

（手づくりするとは、さすがはエコの会！）

５月２０日(日)
に見つけた
「シュレーゲル
アオガエル」
くんです。
是非ＨＰで
カラーで見てね♪

夏場に特に気になるトイレの脱臭のため、第２トイレに設置
したような、脱臭設備をつけます。そのための設備を作りま
す。初めての方でもＯＫなので、一緒に作業しませんか？

▼集 合
▼持ち物

山小屋前集合
汚れてもよい服装、帽子、手ぬぐい 、
軍手、弁当、飲み物

【里山あーと村

伝言板】

●５月２０日（日）に田植えを、６月１０日（日）に森と木工の日
を開催しました。今年から新アイデア満載で、大いに盛り上がり
ました♪みんなも里山あーと村に、きてみんさい！！
５月の田植え、６月の森の日にご参加頂いたみなさま、ありがとうご
ざいました。また、スタッフとして、事前準備に多くの会員のみなさまの
ご協力を頂きました。重ねてお礼申し上げます。
さて、今年の里山あーと村は何かが違う？！新アイデアが続々と出
てくるし、実際にやってみる行動力もあるし。マンネリ化しつつあったイ
ベントがリフレッシュされ、パワーアップしています。
５月の田植えの時には、即席の「軽トラ温水プール」が登場。軽トラッ
クにブルーシートを張り、炭で焼いた石でお湯を作るという、山ならで
はのワイルドさ！全身泥まみれの子供たちが、温水プールで温まり、
「いい湯だなぁ〜」とくつろいだ姿がとても印象的でした。実は大人も
入りたかったかも？！

５／２０ 田んぼ綱引き

５／２０ 軽トラ温水プール

炭焼き窯のピザ
６／１０ 植樹
丸太切り競争

風見鶏（もぐらおどし）

また６月の森の日では、植樹をして丸太切り競争をして、炭焼き釜でピザを焼き、やさいの会の 採
れたてお野菜スープ を頂き、折りたたみ椅子・
風見鶏（もぐらおどし）・写真立てなどを作って持って帰
る．．という、と〜っても盛りだくさんのメニューでした。参加者は時間を忘れて夢中になっていましたよ。

いつもきれいな里山あーと村に…
里山あーと村には、色々な方がお越しになりますが、
残念なことに、中には心無い方もいらっしゃるよう です。
使った後がやりっ放しだったり、ゴミが放置されていたり…
当たり前のことですが、使った後はきちんと後片付けをし、
使った道具は手入れをして、元の所に戻しましょう。また持ち
込んだ物（ゴミ）は全てお持ち帰り下さい。
更に、里山あーと村に色々な物をご提供して下さるのはあり
がたいのですが、事務局に何の連絡もなく、みのりの家（山小
屋）に物が置かれていることがあります。ご提供頂く際には、
必ず事前に事務局にご相談下さい。
物があふれるこの世の中ですが、物がなければないで、アイ
デアひとつで新たな発見をするということもあります。里山あ
ーと村では「今あるものを工夫して使う、物を大事に使う」こ
とに心がけています。

！！皆様のご理解とご協力をお願いします！！

問合せ・申込み 里山あーと村運営協議会事務局
■住所

〒７３６−８５０１ （住所不要）
広島市安芸区船越南三丁目４番３６号
安芸区農林課内（担当 大坂）

■TEL ８２１−４９４６ FAX ８２２−８０６９
■e-mail ak-norin@city.hiroshima.jp
ご意見ご感想お待ちしています
■homepage
http://homepage3.nifty.com/muginet/ato/index.html
（運営協議会ホームページ）

広島市ＨＰ → 安芸区ＨＰ → 里山あーと村
（広島市ホームページ）

