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今年度も始まり始まり… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５～７月初めのスケジュール 

 

月 

 

日（曜日） 

合同 

ｲﾍﾞﾝﾄ 

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 

５ 

２ （日）        

９ （日）  野菜栽培  里山整備    

１６ (日)   そば打ち練習  資材倉庫   

２３ （日） ● 田植えと里山自然体験          （担当）   （担当）  

３０ （日）      水車水路改修  

６ 

６ （日）  野菜栽培 そば打ち練習     

１３ （日） ● 森と木工の日    （担当）   （担当） 

２０ （日）     資材倉庫   

２７ （日）      水車水路改修 ビオトープ 

７ ４ （日）  野菜栽培 そば打ち練習     

※合同イベントに参加される場合は、会員の方も必ずお申し込みください。（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 ） 

 

 春のやわらかい日ざしのもと、里山あーと村も

目を覚ました虫や鳥たちでにぎわってきました。

今年度も里山あーと村の活動が始まります。 

 今年は『森のジャズライブ』を始めて 10 周年

の記念の年です。より大きなイベントにするた

め、気合いを入れて企画中です。みなさん、期待

をしていてくださいね。 

そして、この里山あーと村をより楽しく盛りあ

げて行くためには、多くの方の 

お手伝いが必要です。 

今年度もみなさん 

よろしくお願いします。 
今年の春はいつまでも寒かったですね。で

も、そのおかげか里山あーと村でも桜が散り

きらず残っていました。 



５～６月の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
田植えと里山自然体験 
 

５月２３日（日）９:３０～１５:００ 
 

田植えのシーズンがやってきました。里山あーと村でも 
秋の収穫を目指して田植えとさつまいも・さといも植えを 
行います 
体を動かしておなかがすいたお昼には、地元の女性会の 

方のご協力で準備した手づくりおはぎとお汁が待っています。 
お楽しみに♪物足りないと思われる方は軽食の準備をお願い 
します。 
午後から、大好評の「どろんこ綱引き」を今年も企画して 

います。もちろん軽トラックの露天風呂も用意します。ただし、 
お子様限定ですので。また、お子様づれの方は 2回分の 
着替えを忘れずにお持ちください。 
みなさん奮ってご参加ください！  

   
 

▼集  合 みのりの家 ９ ：３ ０ から受付 
▼参 加 費 ６ ０ ０ 円（昼食・保険料ほか） 
会  員 ３ ０ ０ 円 

▼持 ち 物 汚れても良い服装・靴、帽子、手ぬぐい、軍手、着替え、軽食（必要な方）、お椀、
お箸、飲み物など 

▼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１ ３ 日（木）までに 

お申込ください。 
 

 

☆スケジュール☆ 

9:30  受付開始 

10:00 サツマイモと 

サトイモ植え 

10:30 田植え 

12:00 昼食（おはぎ・お汁） 

13:00 どろんこ綱引き  

13:30軽トラックの露天風呂 

14:30 全員で片づけ 

15:00 終了 

 

 
森と木工の日 
 

６月１３日（日） ９:３０～１５:００ 
 
 間伐材を使って、木工作りを行いましょう！  
 お昼には竹を使った流しそうめんをやります。今年は、 
そうめん増量ですので、みなさん期待していてくださいね♪ 

    
 
▼集  合 みのりの家 ９ ：３ ０ から受付 
▼参 加 費 ６ ０ ０ 円/人（昼食・材料代・保険料ほか） 
▼持 ち 物 汚れても良い服装・靴、帽子、手ぬぐい、軍手、お椀、お箸、飲み物など 
▼少雨決行 天候の判断に迷う場合は、当日の朝７ 時３ ０ 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 ５ 月３ １ 日（月）までに、事務局まで電話（082－821－4946 安芸区農林課）

や電子メール、はがき・ファクスなどでお申し込みください。  

※ひろしま「市民と市政」５ 月１ ５ 日号掲載予定 

 

合同イベント 

合同イベント 



 

 

 

 

やさいの会（第１日曜日 他） 

5月 9日（日）8：30～ 

夏野菜の定植、除草など畑の管理 

6月 6日（日）8：30～ 

野菜の収穫、定植、畑の管理 

7月 4日（日）8：30～ 

  野菜の収穫、畑の管理 

 

▼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。 

▼雨天の場合は翌週に延期。天気があやしい

場合はメールにてお知らせします。 

▼帽子・手袋・タオル・作業しやすい服装（虫除

けのため長袖・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！ 

そばの会（変則の日程になります） 

5月 16日（日）9：30～ そば打ち練習 

5月 23日（日） 田植えと里山自然体験 

6月 6日（日）9：30～ そば打ち練習 

6月 13日（日） 森と木工の日 

7月 4日（日）9：30～ そば打ち練習 

 

エコエネルギー（第４日曜日 他） 

 
5月 23日（日） 田植えと里山自然体験 

5月 30日（日）9：30～  

水車水路の改修 

6月 27日（日）9：30～  

水車水路の改修 

★他部会からの参加も大歓迎！ 

ビオトープ（第４日曜日） 

5月 23日（日） 田植えと里山自然体験 

6月 27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 9日（日）9：30～  森の手入れ 

6月 13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 

ものづくり（第３日曜日 他） 

5月 16日（日） 9：30～ 資材倉庫 

6月 13日（日） 森と木工の日 

6月 20日（日） 9：30～ 資材倉庫 

 

▼持ち物 作業に適した服装、軍手、手ぬぐ

い、帽子、飲み物など 

＜事務局よりお願い＞ 
 

＊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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【里山あーと村 伝言板】  

   4月 1８日（日）に合同歓迎会を行いました。 

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。  

 

4 月 18 日に恒例の合同歓迎会を

開催しました。今年は 95 名の参加

がありました。新しく参加された方

にはほとんど里山の会会員になっ

ていただきました。 

 気持ちの良いお天気のなか、村長

や来賓の方からごあいさつや、各部

会から PR をしていただきました。

お昼時には、そばの会特製の手打ち

そばの販売があり、とってもおいし

いおそばに行列ができました。午後

からは、大屋根の下で地元のインス

トラクターの方を招き、わらぞうり

作りが行われました。 

 最初はかたい顔をされていた新

規の方も手打ちそばを食べて、わら

ぞうり作りに熱中するうちに、すて

きな笑顔に♪ 

 合同歓迎会の準備を手伝っていただいた方、参加いた

だいた方、ありがとうございました。あーと村はみなさ

んのご協力のもと成り立っています。 

新メンバーも加わり、今年の里山あーと村もみんなで

盛り上げていきましょう！！ 

じょうずに 

できました♪ 

 

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

