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目に青葉 山ほととぎす…
美しい新緑の里山に、出かけましょう☀
今年度もいよいよ始まりました！春の人事異動で事務局
のメンバーも大幅に変わりました。一同がんばりますので、
会員の方からのご指導もよろしくお願いします。てづくりの
“里山あーと村”を盛り上げるためには、皆さんお一人お一
人の力が必要です。どうぞよろしくお願いします。
また、里山あーと村では、皆さんのやりたい事を忚援して
います。あーと村でこんな事をしたい、あんな事はできる
の？など、どしどしご相談下さい。そしてもっと里山あーと村
を利用して頂けるよう、取り組んでいきたいと思います。
今年も皆さんで楽しめる“里山あーと村”を目指して、がん
ばります ＆ がんばりましょう♪

スタッフ大募集！
里山あーと村の運営をお手伝い
して下さるスタッフを募集してい
ます。
企画を立てるのが好きな方、イ
ンターネットに強い方、司会進行
の得意な方、野外料理づくりの
好きな方、写真好きの方等な
ど、里山あーと村の忚援スタッフ
を募集しています。
気軽なお手伝いからで構いませ
ん。是非一緒に、里山あーと村
に関わっていきませんか？
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＊ 合同イベントに参加の場合は、会員の方も必ずお申し込みをお願いします。
（電話・ＦＡＸ・Ｅメール可）

５～６月の活動
合同イベント

田植えと里山自然体験
着替え必須！

～

秋にはおいしいお米がとれるかな？！
どろにんげん、続出！～
５月１８日（日）９:３０～１５:００
阿戸町では５月が田植えの季節です。秋のおいしい実りを夢見て
稲やサツマイモを植えましょう。田植えは手植えで行なっているため、
多くの方の参加が必要です。ぜひご参加をよろしくお願いします！
また、田植えといえば「ぼたもち（おはぎ）」を食べる習慣があるよう
です。今年も地元女性会の方に教えて頂きながら作ります。お汁も準
備しますが、お昼ごはんがぼたもちとお汁だけでは尐ないようでしたら、
各自でおむすびなどの軽食をお持ち下さい。
そして地元の方のご厚意により、子どもには(!!)大人気の「どろんこ
遊び」をします。昨年同様、即席の軽トラック露天風呂を作りますので、
遊んだ後はそこで泥を落としましょう。（ただしあくまで即席です！）
ちなみに泥は洗濯しても色が残ってとれないので注意←そうゆうもん
です… お子様づれの方は特に着替え一式 2 回分を忘れずに持って
ご参加下さい。
▼集
合 山小屋前集合 ９：３０から受付
▼参 加 費 一般５００円/人（未就学児は３００円/人）
保険１００円が別途必要(年間保険に未加入の方)
会員３００円/人
（＊会員とは部会に所属し、年会費を支払っている方です）
▼持 ち 物 汚れても良い服装・靴、帽子、手ぬぐい、軍手など、
着替え、軽食（必要な方）
、お椀、お箸、飲み物
▼雨天決行（かっぱと着替えをご準備下さい。）
▼申し込み 当日参加も受け付けますが、人数の把握のため、でき
るだけ往復はがきやお電話・電子メールで５月１４日
（水）までにお申込下さい。

合同イベント

森と木工の日

～ 巣箱をつくって鳥もよろこぶ里山に
６月１５日（日） ９:３０～１５:００

～

9:30

スケジュール
受付開始

10:00 サツマイモとサトイ
モ植え
10:30 田植え（手植えで）
12:00 昼食
（ぼたもち＆お汁）
※ビオトープ観察できます
13:00 泥んこ綱引き
（軽トラック露天風呂）
14:30 全員で片づけ
15:00 終了

イベント終了後、以降のイ
ベントなどの打合せを行な
います。スタッフの皆さん＆
お時間のある方は、ご参加
をよろしくお願いします。

スケジュール
9 :30 受付開始
10:00

巣箱づくりと
丸太切り競争

12:00 昼食
小鳥の巣箱を作って、森の中の手入れ（枝打ち）をし、そこに巣箱をつけ
ましょう。あわせて丸太切り競争も行ないます。
（カレーライス）
皆さんの作った巣箱にはどんな小鳥たちが入居してくれるでしょうか？！
13:00 枝打ちと巣箱
▼集
合 山小屋前集合 ９：３０から受付
設置
▼参 加 費 一般４００円/人（昼食代、メニューはカレーライス♪）
保険１００円/人が別途必要(年間保険に未加入の方)
14:30 全員で片づけ
会員２００円/人
15:00 終了
▼持 ち 物 汚れても良い服装・靴、帽子、手ぬぐい、軍手、飲み物
▼雨天中止 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）
▼申し込み 一般の方は往復はがきで、会員の方はお電話か電子メールで、６月６日（金）まで
にお申込下さい。
（市民と市政 ６月１日号掲載予定）

やさいの会（第１日曜日）

そばの会（第４日曜日

５月４日（日） ９：００～ 豆の収穫、夏野菜の定植、

５月２５日（日） ９：００～ そば打ち練習会
６月２２日（日）

種まき、畑の管理

他）

そば打ち練習会（予定）

６月１日（日） ９：００～ ジャガイモ収穫、畑の管理
▼集

いずれも、作業は午前中で終わらせる予定です。
▼集

合

▼持ち物

合

▼参加費

実費

９：００菜園集合

▼持ち物

エプロン、頭巾など（練習会）

帽子、軍手、長靴、飲み物、その他必要と

▼申込み

思われるもの
▼小雨決行

雨天の場合は、翌週日曜日に延期

森づくり（第２日曜日

そば打ち練習会時には準備があります
ので、必ず１週間前までに安芸区農林課
まで申し込みを！

▼雨天決行

他）

ものづくり（第３日曜日 他）

５月１１日（日） ９：３０～
６月８日（日） ９：３０～
第２トイレ周辺の松くい虫被害のアカマツ、
および倒木等の整理
～お肌も里山もきちんとお手入れすることが美しさ
を守る基本です (^_^)v ぜひご参加を！～

５月２５日（日） ９：３０～ 大屋根設計ほか
６月１５日（日） ９：３０～ 森と木工の日
いよいよ大屋根づくりに取り組みます
雨天時や暑い日でも利用できるように
大屋根をつくります
▼集 合
▼持ち物

▼集 合 山小屋前集合
▼持ち物

ログハウス

汚れてもよい服装、帽子、手ぬぐい、軍手、
弁当、飲み物など

山小屋前集合
汚れてもよい服装、帽子、手ぬぐい、
軍手、弁当、飲み物など
▼雨天決行

▼雨天の場合 道具の手入れ・製材・木工など、その他

ビオトープ（第４日曜日 他）
５月１８日（日） ９：３０～（合同イベントの日）
ビオトープ池の観察会
トンボの羽化が見られる時期です。特に朝！

６月２２日（日） ９：３０～
池周りの整備と観察、（取水口の整備）
▼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、飲み物など

エコエネルギー（第４日曜日

他）

５月２５日（日） ９：３０～
今年度の計画の詳細検討会、
現在までに作った設備の説明会
６月２２日（日） ９：３０～ 第二トイレの換気強化
～他の部会からの参加も大歓迎です！～
▼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
▼雨天決行（室内での話し合いを行ないます）

左の写真は「ハンミョウ」です。写真がカラーでな
いのがとても残念(;_;)。たいへん美しい虫で、ミチ
オシエという別名があります。これは人が歩くと少し
ずつ前に飛んでいくので、まるで道案内をしているよ
うだということからついた名前です。沢沿いの山道や
土の上によくいます、とのことなので、ぜひ探してみ
て下さい。
＜写真提供：今田さん…ありがとうございます❤
他の方もすてきな写真がございましたら、ぜひ事務局
までお願いします！＞

【里山あーと村

伝言板】

●４月２０日（日）に合同歓迎会を開催しました。
４月２０日（日）に新規会員を迎え、里山あーと村合同歓迎会を開催したところ、１０８名と今
年も多くの方にご参加頂きました。本当にありがとうございました。
村長や来賓のあいさつをいただいた後、各部会長から部会のＰＲをしていただきました。
昼食時には、そばの会から手打ちそばの販売
む・むずかしい…わら
がありました。そば打ち実演には黒山の人だかり！
ぞうりにはこんな技術
阿戸で収穫したそばの粉が入っているからだけで
がいるとは～！
なく、そばの会の皆さんの心がこもっていて、本当
においしかったです。
更に、お昼ご飯を食べたあとに、しいたけの植菌
やわらぞうりづくりに挑戦しました。しいたけの植菌
は約 50cm のほだ木に電気ドリルで穴をあけて「し
いたけのこま」を打ち込みました。ほだ木はお持ち
帰り OK だったので、参加者は大喜び♪日陰の湿度
のあるところに置いて、1～２年後を楽しみに待ってく
ださいね。
わらぞうりづくりは主に新規会員の方が多く参加さ
れました。地元のインストラクターの方のようにはなか
うふっ♡ しいたけ ♡
なかできません。でも、とてもていねいに教えていただ
＼(≧▽≦)」椎茸っ♡
いたので完成。皆さん笑顔で自分のわらぞうりをお持
ち帰りされました。
また空いた時間を利用して、有志で山菜採りに行き
ました！イワガラミやタラ、コシアブラの芽など山の恵み
がたくさんあった模様…お家で夕ご飯の一品になったで
しょうか？
また、この歓迎会のために前日準備を手伝って頂い
た方々、当日もしいたけ植菌用の木をチェンソーで切っ
たり、わらを準備してくださったり、講師になったりと、忙
しくしていただいた地元インストラクターの皆さん、本当にありがとうございました。
事務局が撤収する時にもまだ話を続けられていた部会もあり、会員の皆さんの熱意に圧倒さ
れた一日でした。

お問い合せ・申し込みは 里山あーと村運営協議会事務局 へ
ご意見ご感想お待ちしています
■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
■ＴＥＬ ８２１－４９４６ FAX ８２２－８０６９
■e-mail ak-norin@city.hiroshima.jp
（＊表題に【里山あーと村】と付けて下さい）
■homepage
http://homepage3.nifty.com/muginet/ato/
（運営協議会ホームページ）
http://www.city.hiroshima.jp/aki/artmura.html
（広島市ホームページ）

