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♪夏の里山あーと村は音楽がいっぱい♪
虫の声♪鳥の声♪風の音♪そしてジャズライブも♪

森のジャズライブ２００９♪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８月最後の日曜日に里山あーと村で「森のジャズラ
イブ 2009」を開催します。毎年お馴染みのメンバーに新しいメ
ンバーを加えて総勢 10 名の出演者が決定しました！今年は
広島で大活躍のジャズボーカリストの野中つたえさんのソウ
ルフルな歌声あり、バイオリンも加えての演奏あり…の盛りだ
くさんな企画になりそうです。
毎年、このライブはたくさんのボランティアの輪で支えられ
ています。このジャズライブの開催に向けての準備がもう始ま
っています。森のジャズライブ 2009 の成功に向け、今年も皆
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！音楽好きな皆
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９回 森のジャズライブ２００９
活動日
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７～８月の活動

里山あーと村

世界で一つだ
けの T シャツ
を着よう！

もりの親子絵画教室

７月１９日（日）
１０：００～１４：３０（受付９：３０～）
自然豊かな里山あーと村で、画用紙と白 T シャツに絵を
描きませんか。画用紙と布用絵の具はこちらで準備します。

講師：洋画家
敬老の日におじいち
小学生とその保護者
三浦 たか志先生
ゃんのプレゼントに
約 30 組（多数の場合は抽選）
してもステキかも！
50 円／人（保険料など）
作品例
はがき・FAX・ホームページの専用のフォームなどから
７月７日（火）必着
無料（３０組、小学生以下のお子様には原則保護者同伴）
水彩絵の具道具一式（学校で使っているもの）、画板、
白 T シャツ（お好みのサイズのもの）
、帽子、手ぬぐい、
弁当、飲物など、
※各自、虫よけ、熱中症対策をお願いします。
▼その他
少雨決行。暴風雨等で判断に迷う場合は、当日の朝７：３０
以降に、事前に郵送したはがきの当日連絡先までお問い合わ
せ下さい。原則保護者同伴でお願いします。
▼対
象
▼募集人数
▼参加費
▼申し込み
▼締め切り
▼参 加 費
▼持 ち 物

森のジャズライブ２００９
８月３０日（日） １３：００～１５：３０（開場ＡＭ１１：３０）
▼出

演

ＪＡＺＺ ＷＯＯＤＳ；藤井政美（Produce＆Sax）, 野中つたえ（Vocal），河村貴之(Trumpet),
ゆみゆみ(Piano), 山本優一郎（Bass）, 吉岡洋充（Drums）
はらから；中野力(Bass)，桑野聖(Violin)，小田原政弘（Guitar），渋谷次（Piano），
吉岡洋充（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。
当日お手伝いいただく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１９日（日）９：３０～１５：００

トイレ給水設備補修

８月２２日（土）・２３日（日）

ボランティアの日 周辺の草刈など

８月２９日（土）

最終準備

８月３０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…
※たくさんのボランティアスタッフが必要です。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 他）
７～８月は、森ジャズの準備を皆で応援します。

７月５日（日） ８：３０～
ズッキーニほか収穫、トウモロコシ防鳥ネット設置他

そばの会（不定期）
７～８月は、森ジャズの準備を皆で応援します。

８月２日（日） ８：３０～ （午前中）
トウモロコシ収穫、畑の管理

７月５日（日）
７月１２日（日）
７月２６日（日）
８月２日（日）

９月６日（日）２０日（日）８：３０～
（注意！９月は２回活動日があります）
野菜植え付け及び準備

▼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

▼集 合 いずれも 8 時半に菜園集合
▼持ち物 畑の作業に適した服装、暑いときなので水
分は充分ご用意ください。

８月３０日（日）

そば畑の草刈
耕運（予定）
そば打ち練習日
そば畑の草刈・ジャズライブ準備

ジャズライブで出店！！

エコエネルギー（第４日曜日）
７～８月は、森ジャズの準備を皆で応援します。

森づくり（第２日曜日）
７～８月は、森ジャズの準備を皆で応援します。

７月１２日（日）

９：３０～棚田西側手入れ

８月９日（日）

９：３０～ステージ周辺手入れ

▼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

７月２６日（日） ９：００～

既設メンテ

～他の部会からの参加も大歓迎です！～

８月はジャズライブ準備応援
▼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

大屋根の天井にある蛍光灯は、太陽光発電で電気
がつく、とても環境にやさしい照明です
そして、５月にサツマイモ植えていただいた畑を
有害鳥獣から守っている電気柵も太陽電池で働いて

ビオトープ（第４日曜日 他）
７～８月は、森ジャズの準備を皆で応援します。

います。
他にもトイレの脱臭やみのりの家の照明などあー

７月２６日（日） ９：３０～ 池の整備と観察

と村では太陽光発電の電気が大活躍しています。

８月２３日（日） ９：３０～ 池の整備と観察

あーと村に来たときにはぜひ見てみてくださいね。

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

ものづくり（第３日曜日 他）

大屋根の蛍光灯

７～８月は、森ジャズの準備を皆で応援します。

７月１９日（日） トイレ水道工事
８月２日（日） ベンチ製作
太陽電池パネル
▼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

＜ご注意！＞
平成 21 年度里山あーと村会員にお申し込みいただ
いた方で、まだ年会費等を納めていただいていない
方は至急、部会の方にお支払いをお願いします。
（次号からたよりが届かなくなります。
）

電気柵

【里山あーと村

伝言板】

５月２４日（日）に田植えを、６月１４日（日）
に森と木工の日を開催しました！！
今年も恒例の５月の田植えと里山自然体験、そして６月の森と
木工の日を無事行うことができました。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会員の皆さん、本当にありがとう
ございました。
５月の田植えと里山自然体験では最初にサツマイモとサトイモ
をうえました。秋にはたくさん収穫できますように…。田植えはひも
を使って一列にならんで行いました。午後からの「どろんこ綱引き」
はがんばるちびっこ達の姿に大人も楽しませてもらいました。そし
てこれまた毎年大人気の「軽トラによる露天石風呂」でたくさんの子
どもたちに楽しんでもらいましたよ。ビオトープ池の観察も好評でし
たね。
水～あそび～♪たのし～♪

田植えをしています！
みんな真剣です！

６月の森と木工の日では、丸太切り競争で汗を流した後、おしゃれ
なフォトスタンドをつくりました。（事務局カウンターでも活躍中）
そしてお昼は…流しそうめん！これをお目当てに参加して下さった
人も多かったのではないかと思います。そうめんだけでなく、お菓子も
流れてきたりして…当日、ゆでたそうめんは（乾燥した状態で）15kg！
それでも大勢だったのでおなかいっぱいにならなかった方、本当にご
めんなさい。あーと村でとれたもち米の「さくらもち」も美味しかったです
ね。そのあと登山道を登ってからかき氷を食べました。

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。

