２００８年７月～８月

発行 里山あーと村運営協議会

本でもインターネットでも調べられないことがここにある…かも。
夏の里山あーと村に いらっしゃ～い！
活動案内版７号

活動案内版３８号

森のジャズライブ２００８♪開催案内！
♪ジャズを愛する人たちにおくる、大人のジャズライブ♪

今夏も里山あーと村で「森のジャズライブ♪」を開催します。
毎年、大勢のボランティアの輪でライブは支えられています。
今年は演奏者の方も「フランスナント市の Jazz フェスティバ
ル」をキャンセルし「里山あーと村森ジャズ」の演奏を最優先し
て下さった方がいらっしゃって、本当に感謝・感謝の輪です。
8 月最後の日曜日には夏のなごりを惜しみながら、ちょっと
「大人の雰囲気で本格的な生 JAZZ Live♪」を楽しみましょう。
このジャズライブの開催に向けての準備が始まっています。
今年も森の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。
会員以外のボランティアのご参加も大歓迎です。
音楽好きな皆々様、是非ご協力をお願いします。
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森のジャズライブ 最終準備
♪♪ 第８回 森のジャズライブ２００８
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７～８月の活動

里山あーと村
今年こそ？（も？）
夏休みの宿題は早
めにすませよう

もりの親子図工教室

７月２０日（日）
１０：００～１５：００（受付９：３０～）

自然豊かな里山あーと村で、絵を描いたり工作を楽しみませんか。
今年も三浦たか志先生をお招きして、昨年大好評だった「図工教室」を開催します。
大人も子どももみんなで「あーと」を楽しみましょう。
▼集
合 山小屋前集合
講師：洋画家
▼締め切り ７月１１日（金）必着
三浦 たか志先生
▼参 加 費 無料（３０組、小学生以下の
お子様には原則保護者同伴）
作品例
▼持 ち 物 絵の具道具一式、帽子、
手ぬぐい、弁当、飲物
各自、虫よけ、熱中症対策をお願いします。
▼少雨決行。暴風雨等で判断に迷う場合は、
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）

森のジャズライブ２００８
８月３１日（日） １３：００～１５：３０（開場ＡＭ１１：３０）
▼出

演

ＪＡＺＺ ＷＯＯＤＳ；藤井政美（Produce＆Sax）, 佐藤いより（Vocal,Piano）, 中野力（Bass）
前田順三（Bass）, 山本優一郎（Bass）, 河村貴之(Trumpet), ゆみゆみ(Piano), 山口圭一（Drums）
▼ところ
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）
▼雨天決行 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、台風時など暴風雨の場合は中止。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

前売り券

１，５００円

、当日券 ２，０００円（枚数限定）

＜１８歳未満は無料＞

▼申し込み 参加される方は事前にチケットの予約・入手をお願いします。チケットは７月上旬以降、ホームペー
ジの専用フォームを通じて、またははがきや FAX で事務局にお申し込みいただくか、あーと村の各活
動日に現地、安芸区農林課、ＪＡ安芸阿戸支店、市内プレイガイドで予約・入手できます。

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～

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
して、当日の感動を共有しませんか！合わせて当日スタッフも大募集。
森ジャズスタッフの特典は、チケット無料＋食事券＋飲み物券です。
＜日程＞

７月６日（日）・２０日（日）９：３０～１５：００ ベンチ・ステージ補修
８月１０日（日）

森づくり・ステージ周辺整備

８月２３日（土）・２４日（日）

ボランティアの日 周辺の草刈など

８月３０日（土）

最終準備

８月３１日（日） ８:30～１６：００

ジャズライブ当日 運営スタッフ

＜当日運営スタッフの内容＞
受付、駐車誘導、会場設営、誘導標識設営、カメラ・ビデオ記録、飲食等々
たくさんボランティアスタッフのご協力、心からお待ちしております！！

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です

やさいの会（第１日曜日）

そばの会（第４日曜日

７月６日（日） ８：３０～ （午前中）
ジャガイモの収穫、畑の管理

今年は新しい畑となりましたので、耕転の回数が多
くなりました。ご協力よろしくお願いします。
７月１３日（日） ９：００～畑
草刈・耕耘
７月２７日（日）
９：００～ログハウス そば打ち練習会、午後～耕転
８月１０日（日） ９：００～畑 草刈・耕転
８月１７日（日） ９：００～畑 畝たて・種まき
９月７日（日） ９：００～ログハウス
花観察・そば打ち練習会

８月３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 いずれも、菜園集合
▼持ち物 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

▼持ち物 作業のできる服装
帽子、軍手、長靴、飲み物、弁当（必要な方）等
▼小雨決行

８月３１日（日） ８：３０～山小屋まえ

（集合時間・場所は、参加者で決めます）

森づくり（第２日曜日）
７月１３日（日）

９：３０～屋外ステージ周辺の整備

屋外ステージ上部～第２トイレに至るルートの倒
木整理、下刈り等
８月１０日（日）

９：３０～ 屋外ステージ周辺の整備

ツリーハウス～炭焼き小屋に至るルートの倒木整
理、下刈り、間伐等
▼集 合
▼持ち物

山小屋前集合
汚れても良い服装、靴、手ぬぐい、帽子、
軍手、弁当、飲み物

他）

ジャズライブで出店！！

ものづくり（第３日曜日）
７月２０日（日） ９：００～
ステージ屋根の骨組みづくり
８月１０日（日） ９：００～ 大屋根づくり
▼集 合
▼持ち物

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

エコエネルギー（第３日曜日）
７月２７日（日） ９：００～

第２トイレの換気強化

ビオトープ（第４日曜日 他）

～他の部会からの参加も大歓迎です！～

７月２７日（日） ９：３０～ 池の周りの整備と観察

▼集 合
▼持ち物

８月２４日（日） ９：３０～ 池の整備

雨天決行
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

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

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

里山あーと村にはたくさんの生物も生活しています。

６月２２日にいた、
ニホンカナヘビ。
もみじのような、
「おてて」が可愛い
ですね～
日光浴が大好きな
愛嬌ものです。
（写真提供：今田さん

…夏の里山あーと村…
白い花やかわいいカエルなど積極的に仲良くしたい生物もい
ますが、人間にとっては危険なスズメバチやマムシなどもいる
ことがあります。出会った場合は、刺激しないように充分注意
しましょう。また、虫にさされないように長そで・長ズボンで
いらっしゃることをお勧めします。帽子も忘れずに…。
またごみはきちんとお持ち帰り下さいね。来たときよりより
美しく！

ありがとうございます）

皆様のご理解とご協力をお願いします！！

【里山あーと村

伝言板】

５月１８日（日）に田植えを、６月１５日（日）
に森と木工の日を開催しました！！
５月の田植え、６月の森と木工の日にご参加頂いた皆さん、また、
事前準備を手伝っていただいた、多くの会員の皆さん、本当にありが
とうございました。
今年度の田植えは本当にたくさんの方に参加していただきました。
地元女性会とやさいの会の皆さんが中心になって作って下さったお昼
ご飯（ぼたもちとお汁）も美味しかったですね。今年も「どろんこ綱引き」
と即席の「軽トラ温水プール」でたくさんの子どもたちに楽しんでもらい
ました。ビオトープ池の観察も大好評でした。これからも池の生き物や
自分が植えたさつまいも・里芋・イネが元気かどうか、観察しに来てくだ
さいね。そうして、秋の収穫祭には絶対に？！また全員集合！
丸太切り競争
がんばれ！がんばれ！

どろんこ綱引き

みごと「どろんこ大賞」を受賞し
た子ども達。
村長と一緒に雄姿をパチリ！

また６月の森と木工の日では、朝から雲が多くてお天気が心配でし
たが、丸太切り競争をして、鳥の巣箱を作り、森の手入れをしたあとで
作った巣箱をかけました。丸太切り競争は、マツの丸太を切りました。
輪切りにしたマツの切り口からは「まつやに」が出て、マツの樹の匂い
がしましたね～。やさいの会の皆さんが作った玉ねぎ・ズッキーニなど
採れたて野菜がたっぷり入ったカレーもお昼ごはんに頂きました。帰
る時には、小雨が降っていましたが、子どもたちは
元気にかき氷を食べて、やさいの会から「葉ねぎ」
のおみやげまでありました。
作った巣箱には、どんな鳥が入居してくれる
す てき なお 家
でしょうか？楽しみですね。
がいっぱい！

一般参加者からお礼の言葉をいただいています（原文のまま）
＜その１＞ 5/18（日）の田植え参加させて頂きありがとうございました。親子共、初体験でワクワクし
て行いました。泥んこ綱引きでは、普段はおとなしい息子達も必死でしている姿が印象的でした。お昼の
お汁やぼたもちとてもおいしかったです。ボランティアの方々にはとても感謝です。参加した人も片づけ
や協力をもっと出来る機会があればスタッフの方が少し楽になるのカナ？と思いました。6/15（日）の木
工の日も参加出来たらうれしいです。
＜その２＞ 里山あーと村スタッフの方々へ
今日は大変お世話になりました。チラシ１枚を頼りに、あーと村の事は何も知らずに初参加しました。た
くさんのスタッフの方々と気持ちのいい自然に囲まれてゆったりと楽しく一日を過ごせました。日々の生
活ではなかなか経験できない事に、子どもは夢中のようでした。
また参加費 400 円でいろいろと経験させてもらい、おいしいカレーに帰りにはかき氷やおネギまで…。な
かなか、こんな所はないなぁ～と感動しました。また、次回の参加を楽しみにしています。ありがとうご
ざいました。

問合せ・申込み は…
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 安芸区役所農林課内
■TEL ８２１－４９４６ FAX ８２２－８０６９
■e-mail ak-norin@city.hiroshima.jp (表題に「里山あーと村」とつけて下さい) ご意見ご感想お待ちしています
■homepage
http://atomura.sakura.ne.jp/ （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）

