２０１０年７月～８月

絵画に JAZZ に里山あーと村の夏は

活動案内版４８号

芸術 の夏です！！

♪♪森のジャズライブ 2010♪♪
森のジャズライブは 2001 年にはじまり、今年 2010 年は
10 周年を迎えます。ボランティアのみなさんのおかげで、
10 年という歴史あるイベントに成長することができました。
今回はなんとグランドピアノを森のコンサート会場まで運ぶ
計画を立てています。さらに、藤井さんのプロデュースのもと
ピアノ奏者を含め、総勢 15 名の演奏者を迎えて豪華なプロ
グラムで行います。
すでに森ジャズに向けて準備が始まっています。会場の整備
や草刈りなどなどすることはたくさんあります。興味のある方、
ボランティアスタッフとして参加してみませんか？ぜひぜひ、
お気軽にご参加ください。夏の終わりに楽しい思い出を一緒に
作りましょう！
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草刈・耕転 里山整備

◇ もりの親子絵画教室（里山応援隊） ◇

●

水車水路改修 ビオトープ
第２３回
野菜栽培

阿戸花まつり（地元阿戸町のイベントです）

草刈
畝立て・播種 里山整備

資材倉庫
○

ボランティアの日（周辺の草刈・森のジャズライブ準備など）

○

ボランティアの日（周辺の草刈・森のジャズライブ準備など）
ビオトープ
森のジャズライブ 最終準備
♪♪ 第１０回 森のジャズライブ２０１０
野菜栽培

発行：里山あーと村運営協議会

♪♪

花観察・練習

（ 事務局：安芸区役所農林課内

℡082－821-4946 ）

里山あーと村 もりの親子絵画教室
７月２５日（日）

９：３０～１５：００

夏休みの思い出に親子で絵を描きませんか？
緑いっぱいの里山あーと村で、洋画家の
三浦たか志先生を招いて絵画教室を行います。
作品を飾るための、オリジナル額縁づくりもします！
▼対
象
▼募集人数
▼参加費
▼申し込み
▼締め切り
▼持 ち 物

▼その他

幼児・小学生・中学生とその保護者
約 30 組（応募者多数の場合は抽選）
無料
はがき・FAX・ホームページの専用のフォームなどから
７月１２日（月）必着
水彩絵の具道具一式（学校で使っているもの）、鉛筆、画板、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。
尐雨決行。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。
また、原則保護者同伴でお願いします。

森のジャズライブ２０１０
８月２９日（日） １２：３０～１６：３０（開場ＡＭ１１：３０）
▼出演者

Jazz Woods
Ｐｉａｎｏ（なかにし隆 折重由美子 ゆみゆみ）
Ｂａｓｓ（前田順三 山本優一郎 九十九清美）
Ｄｒｕｍｓ＆Ｐｅｒｃｕｓｓｉｏｎ（藤井学 山口圭一 石井聡至 宮本香緒理）
Ｖｏｃａｌ（野中つたえ 佐藤いより 田中玲子 因幡由紀）
Ｐｒｏｄｕｃｅ＆Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ（藤井政美）
▼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
安芸区役所守衛室までお問い合わせ下さい。
（０８２－８２１－４９５０）
▼参加費

前売り券

２，０００円

、当日券

２，５００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、安芸区役所農林課、ＪＡ安芸阿戸支店、市内プレイガイドで予約・入手できます。

森のジャズライブのボランティアスタッフを募集しています。当日お手伝いいただく森ジャズスタッフ
には、食事券・飲み物券を差し上げます。森ジャズは毎年 500 名近い人々が関わる大きなイベントです。
ぜひ、たくさんの方のご協力をお願い致します。

【日程】
８月２１日(土)

ボランティアの日

周辺の草刈りなど

８月２２日(日)

ボランティアの日

周辺の草刈りなど

８月２８日(土)

最終準備

８月２９日(日)

森のジャズライブ当日
運営スタッフ（受付、駐車誘導、会場設営、
カメラ・ビデオ記録、飲食など)

やさいの会（第１日曜日

他）

７月４日（日） ８：３０～
ジャガイモの収穫・トウモロコシのネット立て
畑の管理
８月１日（日） ８：３０～ （午前中）
夏野菜の収穫・畑の管理
９月５日（日）１９日（日）８：３０～
夏まき野菜(ブロッコリー、カリフラ
ワー)の植え付け、秋まき野菜の種まき
▼集 合
▼持ち物

いずれも 8 時半に菜園集合
畑の作業に適した服装、
暑い時期なので水分をお忘れなく！

＊トウモロコシの収穫日が生育状況によって変
更になる場合があります。その時はお知らせし
ますので、お楽しみに！

森づくり（第２日曜日）
７月１１日（日）

９：３０～

森の整備

８月８日（日）

９：３０～

森の整備

▼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

ビオトープ（第４日曜日

７月４日（日）

草刈り・耕転、そば打ち練習

７月１１日（日）

草刈・耕転

８月１日（日）

草刈

８月８日（日）

畝立て・播種

８月２９日（日）

森ジャズにて出店！！

▼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

ものづくり（第３日曜日

他）

７月１７日（土）

資材倉庫の柱立て

７月１８日（日）

資材倉庫の柱立て

８月１５日（日）

資材倉庫づくり

▼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

☆7 月 17・18 日の柱立てには、
他の部会からの応援をお願いします！
※基礎工事の進捗により変更あり

他）

７月２５日（日） ９：３０～
ビオトープのメンテナンスと生き物観察
８月２２日（日） ９：３０～
ビオトープのメンテナンスと生き物観察
▼集 合
▼持ち物

そばの会（不定期）

ビオトープ集合
汚れてもよい服装、長ぐつ、帽子、
手ぬぐい、軍手、弁当、飲み物
生きもの図鑑（お持ちの方）

エコエネルギー（第４日曜日）
７月２５日（日） ９：００～

水車水路改修

～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 山小屋前集合
▼持ち物 汚れてもよい服装、帽子、手ぬぐい、
軍手、弁当、飲み物

森のジャズライブ 2009 のフライヤーが第３１回広島広告企画制作
賞・SP 部門チラシの部金賞を受賞しました！！ これは森ジャズ 2009 で
制作されたポスターやチケットが表彰されたものです。6 月 8 日(火)の中
国新聞に掲載されましたのでご覧になった方も多いと思います。
里山あーと村のみんなで盛り立ててきた森ジャズがこれだけ注目され
るイベントにまで育ったことはとても誇らしいことですね！

◆里山あーと村

伝言板◆

◇ 6 月 13 日に「森と木工の日」を開催しました！
イベント当日はあいにくの雨模様でし
たが、１００名以上の方にご参加いただ

5 ・6 月の合同イベントは
雨続きでしたが、前日の準
備にイベント当日にと大
屋根が大活躍！
ものづくりのみなさんを
中心に今年は新たに、資材
倉庫づくりに取り組んで
います。

きました。
今年の木工は、間伐材を輪切りにした
ものを小枝や松ぼっくり、ビーズなどで
飾り、マグネットにしました。力作が多
く、すてきな作品がたくさんできまし。
おうちの冷蔵庫などで活躍しているで
しょうか？ 丸太切り競争では親子で
力を合わせてがんばってもらいました。
昼食は流しそうめんをおなかいっぱい
に食べて、おはぎはおみやげに持って
帰られる方が多いくらい大満足な昼食
でした。
雨の中のイベントとなり、心配してい
ましたが、子どもたちも楽しんでいたよ
うです。そして、大量のそうめんを茹で
たり、おはぎを作ったり、雨に備えてテ
ントを張ったりとイベントのためにご

協力いただいたみなさん、ありがとう
ございました！
◇5 月 23 日「田植えと里山自然体験
「田植えと里山自然体験」は残念ながら、大雨で中止となってしまいました。前日は晴れていたのですが、当
日は大雨に……。毎年晴れに恵まれる合同イベントでは、とても珍しいことです。
サトイモとサツマイモは、集まっていただいたスタッフのみなさんが植え付けし、田植えも後日、機械植えで
無事終わりました。今回のイベントは中止となって残念でしたが、雨の中お手伝いいただいた皆さま、準備や田
植えなどご協力いただいた方々感謝いたします。

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。

