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１０月１２日（日）９：３０～１５：００
「里山実りの体験」
スケジュール（予定）
棚田の稲刈りとぷちコンサート
暑かった夏も終わり、暦ではもう秋。実りの季節を迎えま
す。今年もみんなで里山あーと村の稲刈りをして、１１月の
収穫祭で新米をいただきましょう。
また昨年度に引き続き、ぷちコンサートを行います。今年
の出演は「毎日正月」というグループ。（なんて不思議な…
おめでたい名前！）二胡・ギター・ピアノの演奏です。今年
もご期待くださいね。
お昼ごはんは、そばの会による手打ちそば・おにぎりを予
定しています。こちらもお楽しみに！

9:30 受付・集合
稲刈り･はぜがけ
12:00 昼食
（手打ちそば、おにぎり）
13:00 森のぷちコンサート
「毎日正月」
14:30 後片付け
15:00 終了

▼集
合 山小屋前
▼参 加 費 ８００円（昼食代ほか）
▼持 ち 物 汚れても良い服装・着替え（長袖がお勧め）
、靴、
手ぬぐい、軍手、飲み物、そばを入れる器、お箸
▼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 参加ご希望の方は９月３０日（火）までに、事務局
まで電話（082－821－4946 安芸区農林課）やホーム
ページの専用フォームなどでお申し込み下さい。
※ひろしま「市民と市政」９月１５日号掲載予定
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やさいの会（第１日曜日 他）
９月７日（日） ８：３０～
秋冬野菜の植え付け パート１
耕運、うね立て、定植、種まき
お昼に流しそうめんを計画中です。９日に詳細を話
し合って決めたいと思います。まだまだ暑いです
が、この時をがんばれば秋冬に楽しい収穫となりま
す。がんばりましょう。
９月２１日（日） ８：３０～
秋冬野菜の植え付け パート２
１０月５日（日） ８：３０～
収穫、畑の管理

そばの会（第３日曜日

他）

９月７日（日） ９：００～
そばの花観察、そば打ち練習会
１０月１２日（日） ９：００～ 山小屋前集合
里山実りの体験 「そば屋出店」 「ぷちコンサート
主催」
１０月１９日（日） ９：００～
そば打ち練習会
▼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）、エプロン、頭巾、
持ち帰り用の容器 など

1１月２日（日） ９：００～
収穫、畑の管理
▼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。
）
▼雨天時は翌週日曜日に順延

ものづくり（第３日曜日）
９月２１日（日）

９：３０～

１０月１９日（日） ９：３０～
大屋根づくりに向けて木材の準備

森づくり（第２日曜日）
（10 月は第３日曜日…年次計画通り）
９月１４日（日）

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

９：３０～１５：００

１０月１９日（日） ９：３０～１５：００
屋外ステージ東側から展望台登山道にかけて
の森林整備
▼集 合
▼参加費
▼持ち物

▼集 合
▼持ち物

山小屋前集合
保険料 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

ビオトープ（第４日曜日）

エコエネルギー
（９月１０月は第３日曜日に変更）
９月２１日（日） ９：３０～
１０月１９日（日） ９：３０～
大屋根づくりに向けて、ものづくり部会の応援をし
ます！
▼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

９月２８日（日） ９：３０～
１０月２６日（日） ９：３０～１５：００
・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
▼雨天中止
中止の場合は、会員の方には電話又は E メールで
ご連絡します。

＜あーと村で
探してみよう♪＞
8 月 24 日（日）にあーと
村ビオトープ池にいた、
『キイトトンボ』
只今、産卵時期です。
写真提供：今田さん
ありがとうございます

【里山あーと村

伝言板】

里山あーと村の夏は暑い…じゃなくて「熱い」！

７月２０日（日）もりの親子図工教室 を、
８月３１日（日）森のジャズライブ 2008 を
開催しました！！
どちらもたくさんのボランティアの方々のおかげで無事に開催することができました。
本当にありがとうございました。

＊７月２０日（日）
もりの親子図工教室
夏休みに入った最初の日曜日に、地元の山口さんにお世話
いただいて、洋画家の「三浦たか志」を講師に、自然豊かな里
山あーと村で「図工教室」を行いました。
とても暑い日でしたが、スタッフも入れて 101 名の参加者があ
り、大盛況でした。26 組の親子が、「かざぐるま」「貼り絵」「ビー
ズのピック」「とんぼのモビール」「風景画」の作成に挑戦しまし
た。
かざぐるまづくり
はねを作っています
あじさいの貼り絵づくり
女の子は特に真剣！

地元でとれた
ナスやミニト
マトの即売も
ありました！

ビーズのピックづくり
とってもかわいいお嬢ちゃんたち
「針金にビーズをこんなに通したよ」

とんぼのモビールづくり
ボランティアで参加の石原さん、大坂さんが大活躍
…一番大変なコーナーを担当して下さって、本当に
ありがとうございました

＊８月３１日（日）
森のジャズライブ２００８

本当にたくさんの方に来ていただきました

前日の夕立ちにはびっくりしましたが、今年も当日
はお天気に恵まれ、里山あーと村 森のコンサート会場
で、「森のジャズライブ２００８」を開催しました。今年は 510
名と、非常にたくさん方に参加していただきました。３本の
ベースの演奏や、女性ヴォーカルとサックスの共演…、生
のジャズを楽しむ事ができました。
なんて素敵な歌声！

3 本のベースによる演奏

バザーコーナーでは、
恒例となったそばの会に
よる「里山あ ーと村産の
手打ちそば」や、やさいの
会による夏野菜カレー、
かき氷、シソジュース、ビ
オトープの会によるジュー
スなどが販売され、音楽
を楽しみながら、たいへん
おいしくいただくことがで
きました。

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）

シソシロップのかき氷
とてもおいしそう
当日はもちろん、事前のベンチの補修などの会場整備や草
刈りなどに多くの方にご協力を頂きました。本当にありがと
うございました。来年もどうぞよろしくお願いします。
また、「里山あーと村の会員の皆さんにも森のジャズライ
ブをもっと知っていただきたい」と里山あーと村副村長、森
のジャズライブ実行委員長の横倉さんから「ジャズライブへ
の熱い思い」を書いた原稿をお預かりしています。今回、折
り込みで入れていますので、ぜひご一読ください。

今年も手打ちそばが大好評

地元の野菜も完売でした！

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）

