２００９年５月～６月

活動案内版 42 号

☀ツツジの花咲く新緑の里山にようこそ☀
春の風が心地よい季節になりました。今年
度最初の里山あーと村だよりです。
継続会員の方も新規会員の方もどうぞよろ
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。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…などなど、
里山あーと村の応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。ぜひ
一緒に、里山あーと村に関わっていきません
か？ 1 人でも多くの方が１回でも多く、この阿
戸町の里山あーと村に足を運んでいただける
ように、お知恵をかりながら楽しく活動をして
いきたいと思っていますので、ご協力よろしく
お願いします。

大屋根！できたど～！
皆さんのご協力により、立派な大屋根がで
きました。（すごい！すごい！本物の大工
さん顔負けの出来デスネ）

５～７月初めのスケジュール
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１０ （日）

５

森づくり

環境施設部会

既設メンテ

ビオトープ

野菜栽培

※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）
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 ）

５～６月の活動
合同イベント

田植えと里山自然体験

～ 今年のどろんこ大賞はだれの手に！
５月２４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

今年も田植えの季節になりました。サツマイモやサトイモも植えて、秋に
は収穫を楽しみましょう。田植えでは、手植えで行うため多くの方の参加が
必要です。奮ってのご参加をお待ちしています！
また、田植えの後には、子どもには(!!)大人気の「どろんこ綱引き」をしま
す。そして昨年同様、これまた大好評の、即席の軽トラックによる露天石風
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～）…この「軽トラによる露天石風呂」には大人も入りたい！でしょう
が、原則子どもさんだけです…一応…念のため。
お子様づれの方は特に着替え一式 2 回分（田植えの後と綱引きの後）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 ５０円／人(年間保険に未加入の方)
▼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、お弁当、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 はがきまたはファクス、お電話・電子メール等で
５月１３日（水）までにお申込下さい。

10:30 田植え（手植えで）
12:00 昼食（お弁当）
※ビオトープの観察もでき
ますよ～
13:00

どろんこ綱引き

（軽トラックの露天石風呂）
14:30 全員で片づけ
15:00 終了

泥は服についたら、洗濯してもきれいに落ちずに、シミが残ります。一張羅
（いっちょうら）の着用は今回はご遠慮を！

合同イベント

森と木工の日

～ 流しそうめん♪もやるよ (≧▽≦) ～
６月１４日（日） ９:３０～１５:００
すてきな竹笛やフォトスタンドづくりを楽しみましょう。力自慢のお父
さんお母さんが大活躍の丸太切り競争もやります。子ども達が大好
きな流しそうめんもやりますよ～。

スケジュール
9 :30 受付開始
10:00

丸太切り競争

竹笛・フォトスタンドづくり
12:00

昼食
（流しそうめん）

13:00

（検討中）

▼集
合 山小屋前集合 ９：３０から受付
14:30 全員で片づけ
▼参 加 費 ５００円/人程度（昼食・材料代ほか）
15:00 終了
保険５０円/人（別途、年間保険に未加入の方)
▼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（082‐821‐4950）までお問い合わせ下さい。
▼申し込み ６月３日（水）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・はがき・ファクスなどでお申し込み下さい。
※ひろしま「市民と市政」５月１５日号掲載予定

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）

5 月 3 日（日）8：30～

5 月 31 日（日）9：30～ そばうち練習会

夏野菜の定植、除草など畑の管理
6 月 7 日（日）8：30～
ジャガイモ・玉ねぎの収穫、畑の管理
7 月 5 日（日）8：30～
野菜の収穫、畑の管理

※飛び入り参加も OK です。
6 月…日程未定ですが、畑の整備を行います。

▼いずれも午前 8 時半、菜園集合。午前中で
作業を終えたいと思います。みんなで協力し
合いましょう。
▼帽子・手袋・作業しやすい服装（虫除けのた

ビオトープ（第４日曜日）

め長袖・長ズボンをお勧めします）。
必要な方はお弁当、水分補給の飲み物をお
忘れなく！

詳細は部会長さんまで。（連絡先が分からない
方は事務局まで）

5 月 24 日（日） 田植えと里山自然体験
6 月 28 日（日）9：30～ ビオトープ観察など
▼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、虫
網・水槽などの観察道具（あれば）など

森づくり（第２日曜日 他）
5 月 10 日（日）9：30～
棚田西側から大池下にかけての手入れ
6 月 14 日（日） 森と木工の日
▼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

エコエネルギー（第４日曜日 他）
5 月 24 日（日） 田植えと里山自然体験
5 月 31 日（日）9：30～
詳細計画・大屋根建設の電気工事
6 月 28 日（日）9：30～ 既設メンテ
★他部会からの参加も大歓迎！

＜事務局よりお願い＞

ものづくり（第３日曜日 他）
5 月 17 日（日） 9：30～ 大屋根水道
6 月 14 日（日） 森と木工の日
6 月 21 日（日） 9：30～ 大屋根側溝
大屋根の周辺の給水・排水工事ならびにトイレ
給水設備を行います。

＊新規会員の方や今年度から里山あー
と村でチェーンソーを使用する予定の
ある方で、まだお知らせいただいていな
い方は、至急、事務局までご連絡下さい。
（傷害保険の手続きのため）
＊今年度も引き続き、農村サポーターを
募集しています。里山あーと村の活動そ

▼持ち物 作業に適した服装、軍手、手ぬぐ
い、帽子、飲み物など

のものが農村のサポートにつながりま
すので、まだお申込みでない方はぜひ登
録をお願いします。

Big

News！

昨年の森と木工の日に作ってステージ近くに設置した鳥の巣箱の一つに小鳥
の入居が確認されたそうです。
（静かに）観察してみてくださいね～。

【里山あーと村 伝言板】
4 月 19 日（日）に合同歓迎会を行いました(^◇^)。。。
今年度の最初の合同行事、合同歓迎会を今年も
115 名と大勢の参加をいただいて行いました。
村長や来賓のご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。
そして、大屋根のお披露目、餅まきを行いました。そ
の紅白のお餅はもちろん里山あーと村でできたもち米
で作ったもの。前日に阿戸町の女性会・やさいの会の有
志の皆さんで作っていただきました。
部会に分かれて説明、昼食の
後、早速大屋根の下で地元のイ
ンストラクターの皆さんに教えても
らいながら、わらぞうり作りを行い
ました。

みんなで挑戦 わら細工

←わらぞうり
プロ★の作品

紅白餅→

皆さ～ん、お餅はちゃんととれましたか？

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。

