２０１０年９月～１０月

活動案内版４９号

残暑の厳しいなか、
みなさんいかがお過ごし
でしょうか？ 人間はぐったりの
暑さですが、里山あーと村の稲や
里芋、さつま芋たちはすくすくと元気に育っています。
今年も実りの秋がやってきました。「里山実りの体験」は、稲刈りに芋掘り、午後からはミニコンサート

里山実りの体験

１０月 10 日（日） ９：３０～１５：００

を企画しています。 みなさん、ぜひ秋色の里山あーと村にお越しください。
▽集合場所 里山あーと村 みのりの家まえ
▽参加費
６００円（食事など）
▽持ち物
汚れても良い服装・着替え(長袖が良い)、軍手、タオル、おはし、飲み物など
▽申し込み 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(ﾌﾘｶﾞﾅ)・年齢・住所・電話番号を記入してお申し込みくださ
い。会員の方は電話（082-821-4946）でも受け付けます。
平成 2２年９月２９日（水）必着
抽選 30 組
※ひろしま「市民と市政」9 月 15 日号掲載予定
▽雨天中止 天候の判断に迷う場合は、申込時に郵送するハガキに記載した当日連絡先か安
芸区役所守衛室（082-821-4950）まで当日の朝７：３０以降にご連絡下さい。
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やさいの会 （第１日曜日 他）
9 月 5 日（日） 8：30～
畑の片付け、秋冬野菜植え付け準備
9 月 19 日（日） 8：30～
秋冬野菜の種まきと定植
10 月 3 日（日） 8：30～
野菜の収穫、畑の管理
11 月 7 日(日) 9：00～
野菜の収穫、畑の管理
▼菜園集合
▼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）

そばの会 （変則日曜日）
9 月 5 日（日） 9：00～
そば畑草刈り・そば打ち練習
9 月 19 日（日） 9：00～ (予定）
そば畑元寄せ作業・そば打ち練習
10 月 3 日（日） 9：00～
そば打ち練習
10 月 10 日（日） 9：00～
「里山実りの体験」そばの会出店
11 月 7 日（日） 9：00～
そば畑刈取り・収穫
▼持ち物 作業のできる服装（帽子・長靴・軍
手）、飲み物、弁当（必要な方）、エプロン、頭
巾、持ち帰り用の容器等

ものづくり （第３日曜日）
9 月 19 日（日） 9：00～
ロゴソール格納庫の作業
10 月 17 日 9：00～
ロゴソール格納庫の作業
▼持ち物 作業に適した服装、軍手、タオル、
帽子、飲み物など

ビオトープ （第４日曜日）
9 月 26 日（日） 9：30～
ビオトープの補修作業
10 月 24 日（日） 9：30～
ビオトープの補修作業
＊10 月は予定日以外にも、作業を行います。

森づくり （第２日曜日）

▼集合 みのりの家の前集合
▼持ち物 作業ができる服装、長靴、帽
子、タオル、軍手、飲み物、弁当など

9 月 12 日（日）9：00～

＊９月になってもまだまだ暑いので、熱中症対

森の手入れ

▼持ち物 汚れても良い服装、靴、タオル、
帽子、軍手、飲み物など
※10 月 10 日（日）は全体行事（里山実りの
体験）の日です。ふるってご参加下さい。

策を十分にお願いします。

エコエネルギー （第４日曜日）
9 月 26 日（日） 9：30～ 水車水路改修
10 月 24 日（日） 9：30～ 水車水路改修
▼持ち物 作業に適した服装、軍手、タオル、
帽子、飲み物など
※他部会からの参加も大歓迎！
よろしくお願いします！

里山あーと村
◆「もりの親子絵画教室」

伝言板

７月２５日（日）◆

夏休みの小学生の味方！ 「もりの親子絵画教室」が今年も開催されました。
今年は参加者数 93 人という大賑わいのなか、絵画教室にくわえて、絵を入れる額縁づくりも行
いました。子どもも大人も目が真剣！とくに額縁づくりは、個性とセンスが光っていました。小枝
や松ぼっくり、マカロニなどを飾りとして準備していましたが、自分たちで工夫して紙ひもを曲げ
て音符の形を作ったり、生の葉を飾りに使うお子さんもいました。
完成した絵と額縁は、三浦先生に見ていただきお土産に
熊野筆もいただいて、ゆるやかに合同イベントは終わりま
した。きっと、すてきな親子の夏の思い出になったことと
思います。

同日、資材倉庫の柱立てが行われました。
ものづくりの方だけにとどまらず、１０名を超える里山の会の
方々にご協力いただきました。みなさん暑いなか、本当にお疲
れ様でした。ありがとうございました。

◆「森のジャズライブ２０１０」

８月２９日（日）◆

10 周年目の節目を迎えた森のジャズライブ。今年の参加者は 590 名の大盛況！！
あーと村の森のなかでリズムに浮かれ、メロディに酔いしれた 4 時間でした。ライブの最後には、観客も
立ち上がって手拍子しながら、演奏者と一緒になって大
いに盛り上がりま
した。さらに、今年
はそばやカレーの
他にも地元のパン
屋やジャガイモモ
チなどの出店もあ
り、大変賑わ いま
した。

森のジャズライブにはたくさんの
方々に関わっていただきました。しか
し、何といっても、森ジャズの一番の
主役はスタッフのみなさんだと思い
ます。森のステージを整備、駐車場係、
そばやカレーの出店など、事前準備
から当日まで毎日のようにまたは休
日を費やして、森のジャズライブを成
功まで創り上げたみなさんに、心から
の敬意をこめて…おめでとうござい
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。

