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里山収穫祭！
阿戸の町も山も、日々秋色が深くなっています。先月の
行事「里山みのりの体験」でのそばやおむすびのお味はい
かがでしたか？阿戸町は昔からおいしいお米がとれる場所
で有名なところです。
今回の収穫祭でも、お昼ご飯においしい阿戸の新米を使
ったおこわ・炊き込みご飯とみそ汁、バーベキュー(ただし
肉類は各自お好みで準備をお願いします)を楽しみましょ
う。その時につかう炭もあーと村産。午前中に参加者で炭
焼き窯から運び出します。
さらに毎年恒例となった、
「阿戸町民まつり農業祭」の野
菜のセリ市に参加します。ぜひ、おいしい阿戸の野菜をた
くさんゲットして下さいね。
＜当日のスケジュール（予定）＞
9：30～ 受付開始

12：45～ 後片付け

9：45～ あいさつ

12：55～ 炭や竹を使った工作

9：55～ 里イモ掘り

13：50 自家用車で福祉センターへ出発

10：10～ 炭の取り出し
終わり次第、
バーベキュー準備・食事

14：10～ 農業祭セリ市参加
現地解散

CM で～す！お家
でもぜひ、おいし
い阿戸のお米を食
べてくださ～い！

今回も阿戸の新米こしひ
かりを販売します。前回
売り切れてしまって買え
なかった方、ゴメンナサ
イ。当日、確実に欲しい
方は、事務局へ 11 月 7
日までに予約のお電話
（082－821-4946）をお願
いします。
白米（5kg）1,900 円
玄米（5kg）1,800 円

＊集合場所 里山あーと村 山小屋前
＊参加費 600 円（昼食材料代・保険料など）
＊持ち物 汚れても良い服装（炭で黒くなる可能性あり。長袖・長ズボン）、マスク（炭
を出す時に必要な人）、軍手、帽子、水筒、汗ふきタオル、ぞうきん、敷物、お好み
の肉やソーセージなどバーべＱ材料、みそ汁用おわん、バーべＱ取り皿、はし等
※里山あーと村では、バーべ Q 用野菜（玉ねぎ・かぼちゃ・さつまいも）
、たれ等、おこわ・炊
き込みご飯、みそ汁、コンロ、炭を準備する予定です。

＊その他 少雨決行 天候の判断に迷う場合は、当日の朝７：３０以降に安芸区守衛室
（082－821-4950）にお問合わせ下さい。
＜お申込み方法＞ 参加ご希望の方は、はがき、ファクス、あーと村の HP 専用フォーム、
e-mail などで、参加者全員の名前、年齢区分（大人、子どもさんは年齢も）、住所、
電話番号をお知らせ下さい。会員の方は電話（082‐821‐4946）でも受け付けます。
11 月 7 日（金）必着、抽選 30 組。
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…今年もお世話になりました。良いお年をお迎えください…

＜農村サポーターに登録して下さい＞
現在、日本全国はもちろん広島市においても農業・農村
をとりまく現状は厳しく、農業は衰退の方向に向かってい
ます。
広島市では、農村サポーターの登録を広く市民の皆様に
呼びかけています。農村サポーターとは、
「農業・農村を理
解し、農村行事に積極的に参加するなど農村の活性化を支援
する市民ボランティア」のことです。
あーと村に参加してくださっている会員の皆様は、「里山あーと村の活動」をして下さることが、こ
の「農村サポーター」の活動に該当しますので、志のある方は、ぜひ登録のご協力をお願いします。
（登
録はあくまでも任意です。農村サポーターに登録をしていただいてもしていただかなくても、今後の里
山あーと村の活動には特に影響はございません。簡単にいえば広島市の今後の農業施策を考える段に、
「農業や農村の応援団」の数を増やしてアピールしていきたいので、その協力のお願いです。）
今回、サポーター登録のチラシと申込書をつけておりますので、ぜひ、ご検討下さい。里山あーと村
の会員様が安芸区農林課にお申し込みされる場合にのみ、持参や郵送以外に FAX や e-mail でも登録
申込みをお受けします。
＜お問合わせ・登録申込書送付先＞
■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
■電話 082‐821‐4946（農林課直通）
■ファクス 082‐822‐8069（安芸区役所）
■e－mail ak-norin@city.hiroshima.jp （表題に「農村サポーター」をつけて下さい。
）
■広島市の「農村サポーター」に関する HP
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1214962717279/index.html

やさいの会（第１日曜日 他）

そばの会（変則の日程になります）

11 月 2 日（日）9：00～
野菜の収穫、夏野菜撤去と冬野菜植え付け
準備
12 月 7 日（日）9：00～
野菜の収穫、玉ねぎの定植

11 月 2 日（日）9：30～
そばの実刈り取り、脱穀作業
11 月 3 日（月、祝）9：30～
乾燥
11 月 9 日（日）9：30～
畑の整地、耕転作業
12 月 7 日（日）9：30～
新そばの会
※1 月 2 月はお休みの予定です

この日はお昼に恒例の「なべパーティ」を予定して
います。詳しくは 11 月の作業の時に話し合いましょ
う。

▼持ち物 畑の作業に適した服装、飲み物な
ど（いつもと一緒です）
※1 月の予定…1 月 25 日（日）9：00～

ビオトープ（第４日曜日）

森づくり（第２日曜日 他）
11 月 9 日（日）9：30～
炭焼き窯周辺整備
12 月 14 日（日）9：30～
展望台登山道周辺整備

11 月 23 日（日）9：30～
池周りの整備と観察
12 月 28 日（日）9：30～
池周りの整備（土上げ）と観察
▼集合 いずれも山小屋前集合
▼持ち物 汚れても良い服装、長靴、帽
子、手ぬぐい、軍手、飲み物、弁当など

▼持ち物 汚れても良い服装、靴、手ぬぐい、
帽子、軍手、飲み物など
※1 月の予定…1 月 11 日（日）
水車小屋周辺整備

ものづくり（11・12 月は毎週土日）
）
11 月～12 月の毎週土・日曜日 9：30～
ツリーハウス解体材の整理と大屋根の建設
※他の部会の方のご参加もお待ちしています
▼持ち物 作業に適した服装、軍手、手ぬぐ
い、帽子、飲み物など
12 月 21 日・28 日は特に大勢の人のご参加を
お願いします。

＊冬眠まぢかな、トノサマガエルです
秋、生物たちは冬に備えて衣替えを始めて
います。 写真提供：今田さん（文章も）

エコエネルギー
（第３日曜日に日程変更）
11 月 23 日（日）9：30～
12 月 21 日（日）9：30～
大屋根づくりの応援をします

【里山あーと村 伝言板】

稲刈りとぷちコンサート♪

10 月 12 日（日）に里山実りの体験を行いました
今年も 154 名の参加者で、あーと村の棚田で稲刈りを行いました。
参加者が多かったので、３班に分けて、さつまいも掘り、稲刈り、竹
を使った楽器作りを順番に行いました。
さつまいもは、お盆までの水不足、虫害と除草？の影響で葉が傷ん
だため、例年になく不作でした。(;_;) 芋がごろごろと出てくること
を楽しみにされていたお母さま方やチビッコ達の目はらんらんと輝い
ていましたが…期待に反して、残念～。でもほんの少しずつでしたが
分けて持ち帰っていただきました。
稲刈りは、まんなかの２枚の田を参加者が「のこ鎌」で手刈りし、
コンバインで脱穀しました。今回の参加者の中には、５月の田植えに
も来て下さった人もいらっしゃいました。
こんなりっぱな稲穂が実ったのは、水をあてたり（田んぼの水の量

おいも 出てこ～い！！

の調節）、肥料をやったり、日常管理が行き届いていたからこそ…。
桐岡さんや里村さんをはじめとする地元インストラクターやお世話に
なった皆様、本当にありがとうございました。
←竹笛づくり ピーピー♪

稲刈り がんばってます

竹の楽器作りは、主に竹笛をつくりました。直径 2cm 弱くらいの
竹に穴を開けて、吹き口になる小さな竹を組み合わせて笛が上手く
鳴る位置を探すのですが、ボンドでくっつける時にズレてしまった
り…いろんな苦労があったようです。あちらこちらから「ピーピー」
というかわいい音が聞こえていました。
お楽しみのお昼ごはんは、そばの会による手打ちそばと新米おむ
すびで、みんなでおいしくいただきました。
14 時からは「毎日正月」の皆様による二胡、アコースティックギ
ター、ピアノ演奏を楽しみました。
童謡や「崖の上のポニョ」など知っている曲がたくさん。みんな
で歌いながら、小浪さんが大活躍で準備して下さった孟宗竹をたた
いてリズムをとったり、合奏もしましたよ。楽しかったですネ。
当日は、阿戸町産こしひかりと黒米の新米を販売しましたが、あ
っという間に完売してしまいました。11 月の収穫祭の時にも販売し
ますので、皆様、ぜひ買って帰って下さいね。
←ぷちコンサート風景 「ポ～ニョ♪ポ～ニョポニョ…」

お問合わせ・お申し込み先

里山あーと村運営協議会事務局

※ご意見ご感想をおまちしています。
■住所 〒736-8501（住所不要）
広島市安芸区船越南三丁目 4 番 36 号 安芸区役所農林課内
■電話 082‐821‐4946（農林課直通）

■ファクス 082‐822‐8069（安芸区役所）

■e－mail ak-norin@city.hiroshima.jp （表題に「里山あーと村」をつけて下さい。）
■ホームページ http://atomura.sakura.ne.jp/
広島市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ →

（運営協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）

安芸区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ → 里山あーと村 （広島市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）

