
 

 

２００９年１月～３月  活動案内版４１号 

      

 

 

２００９年が良い年になりますように 

そして里山あーと村をよろしくお願いします 
 

 

 

 

冬恒例の合同行事  

「とんど＆もちつき」 
２月１日（日）９：３０～１３：３０（少雨決行） 

発行：里山あーと村運営協議会  （事務局：安芸区農林課内 ℡082－821-4946） 

地元阿戸町の消防団の皆様のご協力により、恒例の「とんど」を行います。とんど

で焼いたおもちを食べるとその年の病を除くと言われています。また、「書き初めを燃

やすと字が上手になる」と、子どものころに言われていました（うちの周りだけか

な？）。お昼にはつきたてのおもちをあんや大根おろしなどで食べる予定ですので奮っ

てご参加ください。今回は会員以外の方の参加も歓迎！ご家族・ご親戚やお友達を誘

って、ぜひお来し下さいネ！ 

なお、前日には、とんど用の竹の切り出しを行いますのでご協力をお願いします。 

＊集合場所： 里山あーと村 みのりの家まえ 

＊参加費（食事代等）： 一般 600 円 会員 400 円 

＊持ち物： 軍手、手ぬぐい、おはし、お椀、お皿、飲み物、お正月飾りや書き初め（とん

どで燃やしたいもの）など 

＊雨天中止： 天候の判断に迷う場合は、当日の朝７：３０以降に当日連絡先（080-5238 

-9775）か安芸区守衛室（082-821-4950）までご連絡下さい。 

＊お申し込み方法： 参加ご希望の方は 

はがき、ファクス、あーと村ホーム 

ページ内の専用フォーム、e-mail など 

で、参加者全員の名前、年齢区分（大 

人または子どもさんは年齢）、住所、 

電話番号をお知らせください。会員 

の方は電話（082-821-4946）でも受 

け付けます。 

平成 21 年 1 月 20 日（火）必着 

   抽選 30 組 

 
 



１～３月のスケジュール 

月 日（曜日） 
合同ｲﾍﾞﾝﾄ 

その他 

農部会 森部会 環境施設部会 

やさいの会 そばの会 森づくり ものづくり エコエネルギー ビオトープ 

１ 

１１ （日）    活動日    

１８ （日）     活動日   

２５ （日）  活動日    活動日 活動日 

２ 

１ （日） ● とんど＆もちつき   

１５ （日）    活動日 活動日 活動日  

２２ （日）       活動日 

３ 

１ （日） ○ 
ボランティアの日（阿戸町内清掃） 

活動日      

８ （日） 
○ 阿戸町ウォークラリー 

   活動日    

１５ （日）     活動日 活動日  

２２ （日）   活動日    活動日 

 

＜ボランティアの日（阿戸町内清掃）、 
阿戸ウォークラリー 参加者募集＞ 

     ～皆様のご協力をよろしくお願いします～ 

3 月 1 日（日）はボランティアの日です。地元の方と 

一緒に阿戸町内の清掃を行います。 

また、8 日（日）に阿戸町ウォークラリーがあります。 

これらのイベントに参加いただける方がいましたら、 

事務局までご連絡下さい。詳細が決まりましたら、個別に 

ご連絡します。 

＜農村サポーターに登録して下さい＞ 
里山あーと村だより第 40 号でお知らせしましたとおり、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。 

 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。） 

サポーター登録の申込書が必要な方は事務局までお知らせください。 

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

込みをお受けしています。 

 



 

やさいの会（第１日曜日 他） 

1月 25日（日）9：30～ 

野菜の収穫、畑家の管理作業 

2月はとんどにご参加ください。活動はお休み 

3月 1日（日）8：30～ 

この日はいつも水を供給してもらっている川

のお掃除をします。掃除終了後、畑の管理

作業 

 

▼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） 

そばの会（変則の日程になります） 

※ 1月 2月はお休みです 

3月 22日（日）9：30～ 

 そば＆うどんの練習会 

エコエネルギー（第４日曜日 他） 
 

1月 25日（日）9：30～ 大屋根建設 

2月 15日（日）9：30～ 大屋根建設 

3月 15日（日）9：30～ 

 次年度計画と大屋根照明設備 

ビオトープ（第４日曜日） 

1月 25日（日）9：30～ 

池周りの整備（土上げ）と観察 

2月 22日（日）9：30～ 

池周りの整備（土上げ）と観察 

3月 22日（日）9：30～ 

 池周りの整備（土上げ）と観察 

 

▼集合 いずれもみのりの家前集合 

▼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 

 
※11 月に観察出来たヤゴ達です。周りの色

に合わせて茶色っぽい体色（保護色）でした。 

 写真提供：今田さん（文章も） 

森づくり（第２日曜日 他） 

1月 11日（日）9：30～  棚田西側の整備 

2月 15日（日）9：30～  水車付近の整備 

3月 8日（日）9：30～   水車付近の整備 

 

▼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 

ものづくり（第３日曜日 他） 

1月 18日 9：30～ 大屋根建設 

2月 15日 9：30～ 大屋根建設 

3月 15日 9：30～ 大屋根建設 

 

※大屋根は皆が使う設備です。ものづくりのメ

ンバーも限られていますので、活動のない部

会のメンバーは各土曜日、日曜日には奮って

参加していただきますよう、お願いします。 

 

▼持ち物 作業に適した服装、軍手、手ぬぐ

い、帽子、飲み物など 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【里山あーと村 伝言板】  

   11月 16日（日）に里山収穫祭を行いました 

阿戸町でとれた農産物を中心に、みのり

の家そばのスペースでバーベキューをし

て、実りの秋を楽しみました。 

最初に里いもを掘りました。小さな葉っ

ぱしか育たなかったので、イモがほとんど

ないのでは、と心配しましたが無事、里い

もが顔を出したのでほっと一安心。ドラム

缶で作った炭も観察しました。 

バーベキューでは、阿戸町でとれたさつ

まいもやカボチャ、玉ねぎなどの野菜と阿

戸町産新米の芋おこわや地元女性会さんが

作った炊き込みご飯を食べました。 

食後は竹やわら、木の実などをつかった

お正月飾り作りも行いました。14 時半から

は、地元の阿戸町民まつりの農産物のセリ

市に参加しました。 

 

 

 

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 

■住所 〒736-8501（郵送時住所不要） 

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/ （運営協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） 

  広島市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ → 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） 

 ※阿戸町連合町内会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.com-net.city.hiroshima.jp/ato/）のリンク集から 

 も「里山あーと村ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」へアクセスできます。  
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技が光ります☆ わら細工 

mailto:ak-norin@city.hiroshima.jp
http://atomura.sakura.ne.jp/

