２０１１年 11～１２月

活動案内版５５号

稲刈りも終わり、赤や黄色に色づき始めた里山あーと村。今年の森は、栗やキノコにさまざまな
木の実にと、動物たちにとっても豊かな実りの秋となったようです。
さて、今年も「里山収穫祭」が開催されます。みなさんも、新米のお餅つきや阿戸町農業祭のせ
り市への参加で、秋のおいしさを実感してください。当日には、里山あーと村の棚田で育ったお米
も販売します。５月の田植えで配ったお米の引き換え券の交換も行いますので、お持ちの方は忘れ
ないように！
みなさん、あーと村を訪れるときは、風邪などひかないように寒さ対策をしてきてくださいね。
あーと村で元気に活動しましょう♪

＜スケジュール予定＞
9：30～ 受付開始
10：00～ あいさつ
10：1５～ 里山手入れ（枝打ち、下刈り、チッパー）など
11：30～ もちつき
昼食（炊き込みごはん、お汁、お餅）
13：00～ アートこもれび工房のお披露目（餅まき）
14：00～ 自家用車で阿戸福祉センターへ移動（希望者の方）
14：20～ 阿戸町農業祭

集合場所
参加費
持ち物
少雨決行
申し込み

農産物のセリ市に参加

里山あーと村 みのりの家前
８00 円 （食事代など）
汚れても良い服装・着替え、軍手、タオル、おはし、お椀、飲み物、敷物など
天候の判断に迷う場合は、安芸区守衛室（082-821-4950）まで当日の朝７：３０以降にご
連絡下さい。
ハガキ・フゔクス・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・電話番号を記入の上お申し込み下さい。
会員の方は電話（082-821-4946）でも受け付けます。
平成 23 年 11 月 9 日（水）必着
抽選 30 組
※ひろしま「市民と市政」10 月 15 日号掲載

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）

【11～12 月のスケジュール】
月

日（曜日）

農部会

合同
イベント

６(日)

森部会

やさいの会

そばの会

野菜栽培

刈取・収穫

１３(日)
１１

２０(日)

環境施設部会

森づくり

ものづくり

エネルギー

ビオトープ

森手入れ

△△ 里山収穫祭

●

△△

ビオトープ

阿戸町民まつり・農業祭（野菜の即売・セリ市あり）

○

２７(日)

既設メンテ
コンニャク作り＆
鍋パーティー

４(日)
１２

エコ

新そば打ち

１１(日)

森手入れ

１８(日)

体験館

２５(日)

既設メンテ

ビオトープ

～～ 201２年 ～～
１

１(日)
８(日)

森手入れ

◆里山体験プロジェクト◆
第 2 回目の里山体験プロジェクトが以下の内容で 11～12 月に実施されます。11 月 1 日号の市民と市政に
掲載です。みなさん、応援よろしくお願いします。
コース名

日にち

実施時間

ゕウトドゕ料理

11 月 12 日（土）

13：00～16：30

ダッチオーブンを使用したゕウトドゕ料理

4,000 円

木工

11 月 26 日（土）

10：00～14：00

木を材料にしたおもちゃなどの工作

1,000 円

そば打ち A

11 月 12 日（土）

10：00～／13：30～

阿戸町産のそば粉を使った田舎そば

2,500 円

そば打ち B

12 月

豊平流の本格的なそば打ち

2,500 円

4 日（日）

13：00～16：00

内容

参加費（組）

▼里山あーと村のお米を販売します！▼
今年、参加者で田植えと稲刈りを行った棚田で、インストラクターの方のお世話のおか
げで１３俵３９０kg の新米の収穫ができました。
里山あーと村で育ったおいしい棚田米です。ぜひ、食べてみてください！
購入をご希望の方は、安芸区農林課（082－821-4946）までご連絡ください。FAX、e-mail
などでも受け付けます。また、11 月 20 日「里山収穫祭」でも販売致しますので、よろしく
お願いします。
※お米の引き換えは里山あーと村または、
安芸区農林課になります。

品種：ヒノヒカリ
玄米 ３０kg
８，５００円
１０kg
２，９００円

やさいの会（第１日曜日）
11 月６日（日）
野菜の収穫（水菜、ダイコン）
畑の管理（畝立、耕運、草取りなど）
12 月４日（日）
コンニャク作り＆鍋パーティー
＊菜園組：野菜を収穫し、福祉センターへ合流

＊福祉センター組：コンニャク作り＆鍋の準備
1 月はお休みです。
▼時間
９：００～
▼持ち物 畑の作業に適した服装、軍手、長靴、
タオル、飲み物など

そばの会（不定期）
11 月６日（日）
そばの刈取・脱穀作業
12 月５日（日）
そば打ち練習

森づくり（第２日曜日）
11 月 1３日（日）

森の手入れ

12 月 1１日（日）
1 月 ８日（日）

同上
同上

▼時間
9：30～
▼持ち物 作業に適した服装、タオル、帽子、軍
手、飲み物など

エコエネルギー（第４日曜日）
11 月２７日（日）
既設設備のメンテナンス
12 月２５日（日）
同上
▼時間
９：30～
▼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 ! 興味のある方、ご
協力お願いします。

ものづくり（第３日曜日）
▼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
の容器など

ビオトープ（第４日曜日）
11 月 27 日（日）
ビオトープの補修作業と生きもの観察
12 月 26 日（日）
同上
▼時間
9：30～
▼持ち物 汚れても良い服装、長靴、帽子、タオ
ル、軍手、飲み物、弁当など
＊去年から、水漏れのため水を堰き止めていた、ビオ
トープの半分に１０月の作業で水が引き入れられまし
た。11 月は、ビオトープの底ざらいなどを行います。お
手伝いいただける方は、よろしくお願いします。

12 月 1８日（日）

体験館の材料加工

▼時間
9：30～
▼持ち物 作業に適した服装、軍手、タオル、帽
子、飲み物など

＊＊ 森のめぐみ ＊＊
東屋の横にハタケシメジが発生していま
した。このハタケシメジは、歯触りのいいお
いしい食べられるキノコです。あーと村に
は、結構いろいろなきのこが生えますが、な
かには毒キノコもあるので、詳しくない方は
ご注意を！

里山あーと村 伝言板
◇ 「里山実りの体験」10 月９日（日）◇
今回の合同イベントは雨を心配する必要もなく、参加者 207 名を集め、稲刈りとさつまいも掘りを行いま
した。大人数ですると稲刈りもあっと言う間。小さい子も鎌を持って、楽しそうに稲を刈っていました。子
どもでも毎年来ているような常連さんは、鎌の扱いがなかなか上手ですね。サツマイモは去年の 2 倍植えた
ので、約 150kg のイモが収穫できました。品種はベニアズマとなると金時でした。皮の色が鮮やかな赤紫色
の方がベニアズマですが、混ぜてしまうとなかなか見分けがつきませんね。ちなみに、西日本でよく作られ
ているのはなると金時の方です。また今年は、足踏み脱穀機と唐箕（とうみ）の体験も行われました。見た
ことのない道具に子どもたちは興味深々。特に唐箕は、ハンドルを回すのがおもしろいようで、籾まで飛ば
す勢いで回していました。仕組みを理解したら、もっと上手にできるようになるかな？
お昼は、打ちたてのおそばに新米のおにぎりでした。朝早くから昼食の準備をしていただいたそばの会の
みなさま、どうもありがとうございました。また、スタッフとしてご協力いただいたみなさま、美味しいお
米まで育てていただいたインストラクターのみなさま、いつも感謝しております。
また、10 月 19 日（水）には、広島テレビで「里山実りの
体験」の様子と、里山の伝統と新しい活用法としてのエコエ
ネルギーといった内容であーと村が紹介されました。

【アンケートで頂いたご意見】
＊日ごろ、服を汚さず過ごす事ばかりなので、子供たちがのびのびする姿を見て、参加したいと思いました。ソバもすごく美味しかっ
たです。＊準備・片付け・管理・大変なことと思います。ボランテゖゕの方々のご尽力で成り立っていると聞き、本当に感謝します。
有難うございます。＊いろいろ体験しましたが、子度たちもあーと村が一番好きだそうです。＊今日は色々有難うございます。スタッ
フの皆さんご苦労様でした。とても空気の良い場所で孫とひと時を過ごすことが出来有難うございました。

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（https://www.com-net2.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。

