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今年も里山あーと村をよろしくお願いします 
 

 

 

 

 

今年もやります！合同行事  

「とんど＆もちつき」 
１月３１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） 

今年度も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。

新型インフルエンザなどが心配な秋冬でしたが、とんどで焼いたおもちを食べて新年

の無病息災を祈願しましょう。また、お正月に書いた「書き初め」をとんどで燃やす

と字が上手になるそうです。当日は書き初めができるように準備をしておきます。お

昼には、お楽しみのつきたてのおもちを食べる予定ですので奮ってご参加ください。

椎茸の植菌も行う予定です。寒い時期ですので暖かい服装で、ご家族・ご親戚やお友

達を誘って、お来し下さいね！ 

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 2２年 1 月 20 日（水）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 

１０ （日）    活動日    

１７ （日）     活動日   

２４ （日）      活動日 活動日 

３１ （日） ● とんど＆もちつき   

２ 

７   活動日      

１４     活動日    

２１ （日）     活動日   

２８ （日）      活動日 活動日 

３ 

７ （日） ○ 
ボランティアの日（阿戸町内清掃） 

活動日      

１４ （日） ○ 
阿戸町ウォークラリー 

  活動日    

２１ （日）     活動日   

２８ （日）   活動日   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７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。日頃お世話になっている 

あーと村周辺もキレイにしましょう。 

また、１４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は、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。 

＜農村サポーターに団体登録＞ 
里山あーと村だより第 40 号等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、12 月の運営協議会でご相談し、 

阿戸町の応援をしているという意思表示として里山あーと村と

して団体登録をさせていただきました。里山あーと村の活動に特に変化はありませんが、豊

かな自然や農業のある阿戸町を、みんなで応援していけたら良いですね！ 

 

 



 

【里山あーと村 伝言板】  

   11月 1５日（日）に里山収穫祭を行いました 
紅 葉 に は 少 し 早

いようでしたが、秋

深まるあーと 村で

里いも掘りや 新米

でもちつき等 を行

いました。最初に里

いもを掘りま した

…今年は豊作 のよ

うで一安心。里いも

のいも掘りは 初め

ての方もいら っし

ゃったようです。 

今
年
は
豊
作
＊
里
い
も
掘
り
＊ 

ぺったんこ、ぺったんこ、もちつき 

 

 

 

 

 

 

その後、班に分かれて階段の補修と

古くなった樹木ラベルの交換をしま

した。 

お楽しみのあーと村の棚田でとれ

たもち米でもちつきも行いました。

力持ちのお父さん（お母さんも？）、

がんばるチビッコ達のおかげで美味

しいお餅がつきあがりました。 

お昼にはやさいの会の皆さんが栽

培した野菜たっぷりの特製お汁と地

元女性会の皆さんが作った炊き込み

ご飯を食べました。 

午後からは焼き杉を使って工作を

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。 

すてきな工作ができてい

ますね ♪ 

新しいラベルになりました ！ 

 

 

大きなかけやを持って…がんばれ！がんばれ！ 

今年も新鮮な野菜がいっぱいでした 
この一山、まとめていくら？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。  

エコエネルギー（第４日曜日 他） 
1月 24日（日）9：30～  

2月 28日（日）9：30～  

3月 28日（日）9：30～ 

  水車小屋の水路更新 

▼持ち物 作業に適した服装、軍手、手ぬぐ

い、帽子、飲み物など 

 

ビオトープ（第４日曜日） 

1月 2４日（日）9：30～ 

2月 28日（日）9：30～ 

3月 28日（日）9：30～ 

 現地にご集合下さい。ビオトープの整地を主

に行う予定です。 

▼持ち物 昼食、飲み物、足もとが悪いため長

靴、汚れても良い服装、手ぬぐい、軍手など 

 

 

そばの会（変則の日程になります） 

1月 2月は活動はお休みです 

3月 28日（日） 9：00集合 9：30開始 

   そば打ち練習会 

  ※見学ご希望の方歓迎します 

ものづくり（第３日曜日 他） 

1月 17日 9：30～  

2月 21日 9：30～  

3月 21日 9：30～  

水車水路修理および 

ロゴソール格納庫建築準備 

▼持ち物 作業に適した服装、軍手、手ぬぐ

い、帽子、飲み物など 

森づくり（第２日曜日 他） 

1月 10日（日）9：30～   

2月 14日（日）9：30～   

3月 14日（日）9：30～   

松くい虫被害マツの整理および棚田周辺整備 

▼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 

やさいの会（第１日曜日 他） 

2月 7日（日）9：00～ 

冬野菜の収穫（すべて収穫します）、 

耕運、ジャガイモ植え付け準備 

3月 7日（日）8：30～ 

この日は作業前に水を供給してくれている

近くの川掃除を地元の清掃日と合わせて行

いますので、８時半に菜園集合です。掃除終

了後、ジャガイモの植え付け他、畑の管理。 

▼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。寒さ対策をしてきて下

さい。） 

※次年度の参加の意向を長尾さんのメールま

でお知らせ下さい。 

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

