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新しい 1 年のはじまりです。どうぞ今年も里山あーと
村をよろしくお願いします。
みなさんのアイディアと行動力があーと村のエネル
ギーです。今年も、活気あふれる里山あーと村にしてい
きましょう！
寒い時期なので、あーと村にお越しの際はしっかりと
着込んで暖かくして来てくださいね。

とんど祭り

１月３０日（日）９：３０～１３：３０

年の初めは里山あーと村でとんど祭り！今年も地元消防団のご協力をいただいて
行います。とんど祭りは、地元と里山の会中心のイベントです。おもちを食べながら、
親睦を深めましょう。とくに、他の部会と交流の機会がないという方、ぜひ参加して
みてください♪
しめ縄などのお正月飾りや古いお札など、
▼スケジュール▼
燃やしたいものがあれば持ってきてくださ
９：３０～ 受付
いね。またこちらでは字の上達
１０：００～ 書き初め
を祈願して、とんどで燃やす
１１：３０～ 餅つき、とんど点火
書き初めができるよう
１２：００～ とんどの周辺で昼食
に準備しておきます。
１３：３０～ 片付け・解散

◇集合場所：里山あーと村 みのりの家前
◇参加費：一般 400 円 会員 200 円（食事代等）
◇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
◇少雨決行：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）
か安芸区役所守衛室（082-821-4950）までご連絡下さい。
◇申し込み：参加ご希望の方はハガキ、ファクス、e-mail などで、参加者全員の名前、年齢、
住所、電話番号をお知らせください。
会員の方は電話（安芸区農林課 082-821-4946）でも受け付けます。
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◇ ボランティアの日 （阿戸町内清掃＆桜の植樹）
３月６日（日）は、ボランティアの日です。
地元の方と一緒に、阿戸町内を清掃します。日頃から
お世話になっている阿戸町に、恩返しの気持ちを込めて
みんなできれいにしましょう。
また、清掃のあとに里山あーと村にて桜の植樹を行い
ます。

◇ 阿戸町ウォークラリー大会
３月１３日（日）に阿戸町ウォークラリー大会が
開催されます。
町内を散策しながら、阿戸町にもっと詳しくなり
ましょう！ ぜひ、お友達を誘ってご参加ください。
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。

補修作業

里山あーと村 伝言板
◇

11 月 21 日

「里山収穫祭」 ◇

赤と黄色に彩られた里山あーと村で、200 名を超える参加者を迎えて「里山収穫祭」を開催しました。植
樹、里芋掘り、マグネット・リース作り、もちつき、野菜のセリ市と、企画も人も盛りだくさんのイベント
となりました。今回のイベントでスタッフとしてご協力下さった方々、人数も作業も多くたいへんだったと
思いますが、みなさんのおかげで無事に終わることができました。本当にありがとうございました。

植樹 森林組合の方の説明を聞いて、家族で 1 本ず
つ、全部で 60 本の植樹をしました。ヤマボウシ・ガ
マズミ・タムシバの３種類で、いずれも春から初夏に
かけて白い花を咲かせます。花の咲くころに、また遊
びにきてほしいですね。

里芋掘り

今年の夏は晴天つづきで雨が少なく、

里芋の生育には良くない年でした。でも、子ども
たちが持ち上げるには重いくらい、小芋のたくさ
んついた大きな株もありました。収穫の嬉しさに
子どももおとなも満面の笑みです。

もちつき

あーと村で収穫したもち米を一部使っ

て、おもちつきをしました。つきたてのおもちは柔ら
かくておいしいと、みなさん喜んでいました。なかで
も、紫芋を入れたおもちは大好評でした。お昼ごはん
には、自分でついて丸めたおもちと、炊込みご飯、お
汁を食べました。

マグネット＆リース
かわいいマグネットと
クリスマスにピッタリな
素敵なリースができまし
た。

野菜のセリ市

阿戸町農業祭のせり市に参加し

ました。
賞に入った立派な白菜やネギたち。セリ人の声
につられて、高値がつきました。段ボールいっぱ
いの野菜を抱えて帰られる人もいました。

やさいの会 （第１日曜日 他）
2 月 6 日（日） 9：00～
3 月 6 日（日） 9：00～
▼内容 畑の管理（草取り、耕運＆肥料、他）
▼持ち物 畑の作業に適した服装、タオル、飲
み物など（寒さ対策をしてきて下さい。）

ビオトープ （第４日曜日）

森づくり （第２日曜日 他）
1 月 9 日（日）

9：30～

2 月 13 日（日） 9：30～
3 月 13 日（日） 9：30～
▼内容 周辺の森の手入れ
▼持ち物 汚れても良い服装、靴、タオル、帽
子、軍手、飲み物など

エコエネルギー （第４日曜日 他）

1 月 23 日（日） 9：30～

1 月 23 日（日） 9：30～

2 月 27 日（日） 9：30～
3 月 27 日（日） 9：30～

2 月 27 日（日） 9：30～
3 月 27 日（日） 9：30～

▼内容 ビオトープの水漏れ修復作業
▼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
◇お手伝い募集！
ビオトープの修復作業に手を貸してください。
みなさんのご協力をお願いします。

▼内容 水車水路の改修
▼持ち物 作業に適した服装、軍手、手ぬぐ
い、帽子、飲み物など

ものづくり （第３日曜日 他）
そばの会 （不定期）
1 月と 2 月はお休みです
3 月 20 日（日） 9：30～
▼内容 そば打ち練習
▼持ち物 飲み物、弁当（必要な方）、エプロ
ン、頭巾、持ち帰り用の容器など

1 月 23 日(日) 9：30～
2 月 20 日（日） 9：30～
3 月 20 日（日） 9：30～
▼内容 ロゴソール格納庫の壁はり
▼持ち物 作業に適した服装、軍手、タオル、
帽子、飲み物など

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。

