２００９年１１～１２月

活動案内版４５号

深まる秋…今年もあと２カ月になりました

「里山収穫祭」
１１月１５日（日） ９：３０～１５：３０
今秋もはや終盤を迎えています。今年の収穫祭ではあーと村でで
きたもち米でお餅つきをしましょう。里いも掘りもやります！た
くさんできているかな…楽しみですね。
午後からは焼き杉を使った簡単な工作をしましょう。
そして最後に地元阿戸町の農業祭の野菜セリ市へ参加します。阿
戸町の生産者が農産物品評会に
出品した野菜をセリにかけます。
秀品ぞろいなので、ぜひ美味し
い野菜をたくさんゲットしてく
ださい。新鮮でお買い得ですよ～
＊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： 汚れても良い服装・着替え（長袖が良い）、軍手、手ぬぐい、おはし、お汁を入れるお椀、飲み物など
＊少雨決行： 天候の判断に迷う場合は、受付後こちらから郵送する紙に記載した当日連絡先か安芸区守衛
室（082-821-4950）まで当日の朝７：３０以降にご連絡下さい。
＊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 11 月 4 日（水）必着
抽選 30 組
＊ひろしま「市民と市政」10 月 15 日号掲載

農業祭の野菜セリ市は…
あまりの安さと量の多さに

＜当日のスケジュール（予定）＞
9：30～ 受付開始

12：00～ 食事（炊き込みご飯・お汁

9：45～ あいさつ

おもち）終了次第、後片付け

9：55～ 里イモ掘り

13：00～ 焼き杉を使った工作

10：15～ 樹木の名札取付
階段補修

14：00 自家用車で福祉センターへ出発
14：20～ 農業祭セリ市参加

11：15～ もちつき
現地解散
バーベキュー準備・食事

発行：里山あーと村運営協議会

（事務局：安芸区農林課内
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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…
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ボクが私が、田植え・稲刈りした

あの！お米を販売します！
あーと村の合同行事で 5 月 24 日に田植えをし、10 月 11 日の実りの体験
で皆様に稲刈りしていただいた、あの！プレミアムな！？お米を 11 月 15
日（日）の収穫祭時に販売します。
阿戸町は昔からおいしいお米がとれることで有名な地域です。里山あー
と村の棚田でとれたおいしいお米を食べてみませんか。収穫祭当日、確実
に欲しい方は、事務局へ 11 月 12 日までに予約のお電話（082-821-4946）
をお願いします。
新米「ヒノヒカリ」
（とても食味の良いおいしい品種です）
白米（5kg）1,700 円、（10 ㎏）3,400 円
玄米（5kg）1,600 円、（10 ㎏）3,200 円、（30 ㎏）9,000 円

やさいの会（第１日曜日 他）
11 月１日（日）
夏野菜の片づけおよび玉ねぎ植え付け準備
秋冬野菜の間引きなど
11 月 22 日（日）
臨時作業日（参加できる人はお願いします）
玉ねぎの植え付け
12 月６日（日）
やさいの会恒例「なべパーティ」とこんにゃくづ
くり（14 時まで、エプロンをご持参下さい）
▼いずれの日も８：３０菜園集合です。
▼作業日の持ち物 畑の作業に適した服装、飲
み物など（いつもと一緒です）

森づくり（第２日曜日 他）

そばの会
（変則の日程になります）
11 月８日（日）9：30～
そばの実刈り取り、脱穀作業、畑の整備
11 月２２日（日）9：30～
そば打ち練習会
練習後に「いも煮会」を予定しています
12 月６日（日）9：30～
新そば打ち

ビオトープ（第４日曜日 他）
11 月１５日（日）
12 月 2７日（日）
▼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

11 月８日（日）9：30～
松くい虫被害マツの伐採等
12 月 1３日（日）9：30～
松くい虫被害マツの伐採等
大池下の手入れ
1 月 10 日（日）9：30～
大池下および棚田東側手入れ
▼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）
11 月２２日（日）９：３０～
水車小屋の水路および水車小屋の壁更新
１２月２０日（日）９：３０～
水車小屋の水路および水車小屋の壁更新
▼持ち物 作業に適した服装、軍手、手ぬぐい、
帽子、飲み物など

エコエネルギー（第４日曜日 他）
11 月２２日（日）９：３０～
水車小屋の水路および水車小屋の壁更新
１２月２０日（日）９：３０～
水車小屋の水路および水車小屋の壁更新
▼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】

稲刈りとミニコンサート♪

10 月 11 日（日）に里山実りの体験を行いました

さあ稲刈り…がんばるぞ！

みんなでやると早いねぇ～(^_^)v

笑顔の素敵なハンサムＢＯＹＳ

今年も総勢 213 名の参加者で、３班に分かれてあーと村の棚田を３枚とも手刈りで稲刈りを行いました。
広～い田もたくさんの参加者の皆様のおかげでアレヨアレヨという間に刈り取りが終わり、２台の脱穀機で
脱穀し、切りわらを撒きました。（脱穀を初めて見る方も多かったのでは！？）
昨年は不作でしたが、今年はさつまいももごろんごろんと顔を出して豊作で、皆様に喜んでいただいたの
ではないかと思います。 五穀豊穣の秋、お天道様☀と…水稲やさつまいもの日常管理をして下さった地元
インストラクターやお世話になった皆様に感謝感謝、本当にありがとうございました。
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」の皆様と
パーカッションの演奏を楽しみました。
秋色の哀愁を帯びた二胡の音色、太
鼓の陽気な音に子ども達も興味
深々。初めての生演奏、コンサートだ
った子どもさんもいらっしゃったのかも
しれませんね。楽しい一日になりまし
た。

大きなおいも…でてこ～い！

←ミニコンサート風景
すてきな演奏をありがとうございました

今年は豊作！さつまいも❤

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。

