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【７～９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 

７ 

３ （日）  野菜栽培 そば打ち練習     

１０ （日）   草刈・耕転 森手入れ    

17 (日)     
アート 

こもれび工房   

２４ （日） 
● ◇ もりの親子図工教室（里山応援隊） ◇ 

     水車水路改修 ビオトープ 

３１ （日）   草刈  
アート 

こもれび工房   

８ 

７ （日）  野菜栽培 播種・草刈など     

１４ （日）    森手入れ    

２０ （土） ○ 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） 

２１ （日） 
○ 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 

２７ （土） ○ 森のジャズライブ 最終準備 

２８ （日） ● ♪♪ 第１１回 森のジャズライブ２０１１ ♪♪ 

９ ４ （日）  野菜栽培 そば打ち練習 

など     

 発行：里山あーと村運営協議会  （ 事務局：安芸区役所農林課内 ℡082－821-4946 ） 

 

 里山体験プロジェクト発足！！ 

 里山あーと村に新しい企画が立ち上がりました！ 

 部会活動や合同イベントとは別に、一般の参加者へあ

ーと村を広く開放して、もっと多くの人に里山を楽しん

でもらおうというものです。 

10 年以上の歴史が築いた、里山あーと村の人や自然

環境や設備などの資源。有効活用すれば、里山あ－と村

も阿戸町ももっと元気にできるはず！ 

今回はお試しということで、そば、木工、アウトドア

料理の 3 コースとなりました。里山あーと村に関わる人

なら誰でも企画できますので、ぜひ色々考えてみてくだ

さい。ルールやマニュアルもみなさんの意見をいただき

ながら改善していく予定です。 

これからのあーと村をもっと魅力的にしていくため

に、みなさん頑張りましょう！事務局もがんばります！ 



 

 

 
        ７月２４日（日） １０：００～１５：００（受付９：３０～） 

 
夏休みの宿題はあーと村におまかせ！！ 
今年も、洋画家の三浦たか志先生を招いて図工教室を行います。 
午前中は紙粘土で工作、午後は絵を描く予定です。 
工作では、紙粘土に水彩絵の具で色を付けて好きなものを作ってもらいます。 
材料を持ってきたら、毛糸をつけて羊にしたり、空き瓶の中にアクアリウムも作れますよ。 

 

▼対 象 幼児・小学生・中学生とその保護者 

▼募集人数 約２０組（応募者多数の場合は抽選） 

▼参加費  無料 

▼申込み はがき・FAX・E-mail・あーと村 HPから 

▼締切り ７月１２日（月）必着 

▼持ち物 水彩絵の具道具一式、画板、鉛筆、帽子 

タオル、弁当、飲物など、 

※各自、虫よけ、熱中症対策をお願いします。 

▼その他  尐雨決行 

 

 

 

森のジャズライブ２０１１ 
８月２８日（日） １２：３０～１５：３０（開場：Ｍ１１：３０） 
 
 
今年の森ジャズは、オペラ作品の「ポギー＆べス」を 

男女ボーカルとサックスの 4重奏を中心とした伴奏で 

お送りします。夏の終わりに、里山あーと村から 

みなさんへ爽やかな感動をお届けします。 

 
▼ところ  里山あーと村 森のコンサート会場 
▼参加費  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。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの専用フォームやはがき、FAX などで事務局までお申込みください。 
また、あーと村の活動日、安芸区農林課、ＪＡ安芸阿戸支店、市内プレイガイドにて予約・入手可。 

▼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） 

 

 

ボランティアスタッフ 募集 

 森のジャズライブでは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方へは、食事券と
飲み物券を差し上げます。また、ボランティアの日や前日準備などにもたくさんのご協力をお待ちしており
ます。毎年、わきあいあいと準備していますので、みなさん気軽にお手伝いに来てください。 
 
【日程】  
８月２０日（土）  ボランティアの日  ベンチ・ステージ補修、周辺の草刈りなど  
８月２１日（日）  ボランティアの日  ベンチ・ステージ補修、周辺の草刈りなど  
８月２７日（土）  最終準備      会場設営など  
８月２８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、飲食関係など） 

ＪＡＺＺ ＷＯＯＤＳ 

(プロデュース 藤井 政美) 

山岸 玲音（Vocal） 
因幡 由紀（Vocal） 
Carrefour Saxophone Quartet 

宮田 麻美（Soprano  Sax  
＆ 音楽監督） 

久保田 麻里（Alto Sax） 
藤井 政美（Tenor Sax） 
前田 悠貴（Baritone Sax） 

河村 貴之（Trumpet） 
荻原 里香（Percussion） 
山本 優一郎（Bass） 
山口 圭一（Drums） 
Keith J. Eldridge (Narration) 

もりの親子図工教室 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
森づくり（第２日曜日） 

 

７月１０日（日）  ９：３０～  森の手入れ 
 

８月１４日（日）  ９：３０～  森の手入れ 
   
▼時 間 ９：３０～ 
▼集 合 みのりのいえ前集合 
▼持ち物 汚れても良い服装、靴、タオル、帽子、 

軍手、弁当、飲み物 

 
そばの会（不定期） 

 
７月３日（日）    そば打ち練習 
 
７月１０日（日）   草刈・耕転 
 
７月３１日（日）   草刈 
 
８月７日（日）    畝立て・播種・草刈・耕運 
 
８月２８日（日）   森ジャズにて出店！！ 

９月４日（日）    そば打ち練習  

草刈・土寄せ 
 

▼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） 

▼小雨決行 

エコエネルギー（第４日曜日） 
 
７月２４日（日）  水車水路改修 

 
８月は森のジャズライブ準備応援 
 
▼時 間 ９：３０～ 
▼集 合 みのりのいえ前集合 

▼持ち物 汚れてもよい服装、帽子、タオル、 

軍手、弁当、飲み物 

 

～他の部会からの参加も大歓迎です！～ 

 
ビオトープ（第４日曜日） 

 
７月２４日（日）  
生きもの観察とビオトープのお世話 
 

８月２１日（日）  
生きもの観察とビオトープのお世話 

 
▼時 間 ９：３０～ 
▼集 合 ビオトープ集合 
▼持ち物 汚れてもよい服装、長ぐつ、帽子、 

タオル、軍手、弁当、飲み物 
生きもの図鑑（お持ちの方） 
 

＊今が、見どころ！ 
暑くなって、カエルやイモリや虫たちも活

発に活動中。夏休みのお子さんを連れて、ぜ
ひ自然観察に来てください！ 

 
ものづくり（第３日曜日） 

 

７月１７日（日）  

「アートこもれび工房」の最終仕上げ 
 
７月３１日（日）  

「アートこもれび工房」の最終仕上げ 
 
８月は森のジャズライブの準備応援 
 
▼時 間 ９：３０～ 
▼集 合 みのりのいえ前集合 
▼持ち物 汚れてもよい服装、帽子、タオル、 

軍手、弁当、飲み物 

 
やさいの会（第１日曜日） 

 
７月 3日（日） 
夏野菜の収穫（玉ねぎ、ジャガイモなど） 
畑の管理（草取り、水やり、追肥など） 

 
８月７日（日）  
 夏野菜の収穫（カボチャ、ズッキーニなど） 
 畑の管理（草取り、水やり、追肥など） 
 
９月４日（日） 
 秋野菜の定植（草取り、水やり、追肥等） 
 
▼時 間 ８：３０～１１：００ 
▼集 合 菜園集合 
▼持ち物 畑の作業に適した服装、飲み物（スポーツ

ドリンク）、お茶、着替え、帽子、タオル 
 
＊暑い日が続くので、早めに始めて早めに終わる予定。 
＊開始時間は必ずしも厳守ではないので、慌てないよ
うに！心に余裕を持って移動することが安全につなが
ります。 

『アートこもれび工房』に命名！！ 

 現在建設中のロゴソール格納庫の名前が決まりま

した。名前は里山の会から公募され、6月 19日のもの

づくり活動日に、投票にて決定。12個の候補の中から、

「あーと村のこもれびが素敵なこと、工房の名が木工

教室をイメージさせる」などの理由で選ばれました。 

名前を考えて送ってくださったみなさま、本当にあ

りがとうございました。 

 看板については、ものづくり部会のみなさんが自分

たちで作成されるそうです。 

『アートこもれび工房』は、10 月の「里山実りの体

験」でもちまきをして、お披露目ができたらいいなと

考えています。 

今年も受賞！森ジャズのフライヤー 

 森のジャズライブ 2010のフライヤーが第 32回広島

広告企画制作賞の SP 部門チラシの部金賞を受賞しま

した。去年に引き続き、2度目の受賞となります。 

 今年の森ジャズのポスターは去年のカワイイ青い

鳥とは打って変わって、知的なデザインとなっていま

す。ステキなデザインにこうご期待！！ 



◆里山あーと村 伝言板◆ 
今年の合同イベントはまるで雨に祟られているようです。4 月の合同歓迎会に引き続き、5 月も 6 月も

雨の心配ばかり。けれど決行しました、5 月 22 日「田植えと里山自然体験」！ 6 月１２日「森

と木工の日」！  

雨の中、前日準備に当日のお手伝いとご協力いただいたみなさまありがとうございました。 

みなさまの工夫のおかげで、晴れの日はもちろん♪ 雨の日も楽しい♪ 里山あーと村♪ となりつつ

あります。アンケートでも「普段自然とふれあうことがすくないので、雨が降っているなかでの木工の日も

楽しくてよかったです」とのご意見もいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田植えと里山自然体験では、棚田に「ひのひかり」を田植えし、サツマイモを 500 本植えました。また、今
年は軽トラ風呂にくわえて、パイプとビニールシートの簡易プールまで製作。温かいお湯に浸かって子どもたち
もリラックス。どろんこ綱引きの賞品には、自分たちで田植えした棚田米の引換券をプレゼントしました。秋の
里山収穫祭に、またおいで♪ 

 
今年の森と木工の日は、木工がメイン。作るものは自由でした。先生（ものづくりと森づくりのみなさん）が

子どもたちを上手に教えてくれたおかげで、バラエティに富んだ作品がたくさんできました。また、大屋根の下
で丸太切り競争と流しそうめん、お土産にポン菓子も配りました。雨の中でしたが、キャンセルもほとんどなく
みなさん楽しく過ごして帰れられました。 

 

 

 

 

 

 

 

田植え どろんこ綱引き優勝！ 

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（https://www.com-net2.city.hiroshima.jp/ato/）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。  

 

 

さつまいもの植付け 

森の音楽家たち♪ 見晴らしのいい「アートこもれび工房」で工作中 


