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＜スケジュール＞ ※詳細は次ページで紹介 

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 

５  

6 （日）  ○   ○   

13 (日)   ○ ○    

20 （日） ☀ 田植えと里山自然体験          （担当）   （担当）  

27 （日）       ○ 

６  

3 （日）  ○ ○  ○   

10 （日） ☀ 森と木工の日    （担当）   （担当） 

17 （日）     ○   

24 （日）      ○ ○ 

７  1 （日）  ○ ○  ○   

※合同イベントに参加される場合は、会員の方も必ずお申し込みください。 

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

 新緑の美しい季節がめぐってきました。 

里山あーと村は今年で１ ７ 年目を迎え

ました。 

今年は体験館（まだ仮称です）が完成予

定で、完成するとこんにゃくや漬物などの加

工品が作れるようになります。また、石窯

づくりにも挑戦します。石窯ピザやパンなど

を焼くことができるようになり、食いしん坊

にはたまらないあーと村となりそうです。 

あーと村をひとつの足掛かりとして、皆さ

んの生活の幅や質が（ほんのちょっとでも）

豊かなものとなればいいなと願っていま

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田植えと里山自然体験 
（担当：エコエネルギー、ビオトープ） 

５月２０日（日）９:３０～１５:００ 

今年もおいしいあーと村のお米づくりが始まります。みんな一緒に泥んこになって田植えをしましょう！  

    
 

                              
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

 
 

 
 
 
▼集  合 みのりの家 ９：３０から受付 
▼参 加 費 ６００円/人（昼食ほか） 
▼持 ち 物 汚れても良い服装・靴、帽子、軍手、

着替え、タオル、お椀、お箸など 
▼申し込み 電話や電子メール、はがき・FAX で事

務局までお申し込みください。  
                           ５月１０日〆切 

▼そ の 他 少雨決行 

（かっぱと着替えをご持参ください） 

当日のスケジュール 

9:30  受付開始  

10:00 田植え 

10:45 どろんこ綱引き 

11:30 軽トラックの露天風呂 

12:00 昼食 

13:30 サツマイモ・サトイモ植え付け 

14:30 全員で片づけ 

15:00 終了 

森と木工の日 
（担当：森づくり、ものづくり） 

６月１2日（日） ９:３０～１５:００ 
 
 間伐材を有効利用し、木工作りを行いましょう！  
 お昼には竹を使った流しそうめんをやります。 
 
 
 
▼集  合 みのりの家 ９ ：３ ０ から受付 
▼参 加 費 ６ ０ ０ 円/人（昼食・材料代ほか） 
▼持 ち 物 汚れても良い服装・靴、帽子、手ぬぐい、軍手、お椀、お箸、飲み物など 
▼申し込み 電話や電子メール、はがき・FAXで事務局までお申し込みください。  
      ５月２７日〆切 

※ひろしま「市民と市政」5月 15日号掲載予定 
▼そ の 他 少雨決行。 

天候の判断に迷う場合は、当日の朝 7時 30分以降に、事務局までお問い合わせ下さい。 
 



 

 

 やさいの会（第１日曜日 他） 

５月 6日（日）8：30～ 

夏野菜（かぼちゃ、トウガンなど）の定植 

５月 20日（日）9：30～  

田植えと里山自然体験（合同イベント） 

６月３日（日）8：30～ 

夏野菜の管理（草取り、追肥等）、草刈り 

７月１日（日）8：30～ 

  野菜の収穫、畑の管理 

 

▼８：３０菜園集合。ただし遅れても急がない

ように安全に集合願います。 

▼雨天の場合は翌週に延期。天気があやしい場

合はメールにてお知らせします。 

▼飲み物、帽子・手袋・タオル・作業しやすい

服装（虫除けのため長袖・長ズボンをお勧め

します） 

 

そばの会（変則の日程になります） 

5月 13 日（日）8：00～  

草刈り、耕耘、そば打ち練習 

5月 20 日（日）9：30～  

田植えと里山自然体験（合同イベント） 

6月３日（日）8：00～  

草刈り、耕耘、そば打ち練習 

6月 10 日（日）9：30～  

森と木工の日（合同イベント） 

7月 1日（日）8：00～  

草刈り、耕耘、そば打ち練習 

エコエネルギー（第４日曜日 他） 
 

5月 20 日（日）9：30～  
田植えと里山自然体験担当（合同イベント） 

6月 10 日（日）9：30～  

森と木工の日担当（合同イベント） 

6月 24 日（日）9：30～  

水車など今ある施設のメンテナンス 

ビオトープ（第４日曜日） 

5月 20 日（日）9：30～  

田植えと里山自然体験担当（合同イベント） 

5月 27 日（日）9：30～  

草刈りなど環境整備、生き物観察 

6月 10 日（日）9：30～  

森と木工の日（合同イベント） 

6月 24 日（日）9：30～  

草刈りなど環境整備、生き物観察 

 

▼持ち物 汚れても良い服装、長靴、帽子、手

ぬぐい、軍手、飲み物、弁当など 

森づくり（第２日曜日 他） 

5月 13 日（日）9：30～  

森の手入れ＆松くい虫被害松の処理 

5月 20 日（日）9：30～  

田植えと里山自然体験（合同イベント） 

6月 10 日（日）9：30～  

森と木工の日担当（合同イベント） 

 

▼持ち物 汚れても良い服装、靴、手ぬぐい、帽

子、軍手、飲み物など 
ものづくり（第３日曜日 他） 

体験館を造っています。 

5月 6日（日） 9：30～  

 体験館の壁・屋根・床・デッキの作成 

5月 20 日（日）9：30～  

田植えと里山自然体験（合同イベント） 

6月 3日（日） 9：30～  

 体験館の壁・屋根・床・デッキの作成 

6月 10 日（日）9：30～  

森と木工の日担当（合同イベント） 

6月 17日（日） 9：30～  

 体験館の壁・屋根・床・デッキの作成 

7月 1日（日） 9：30～  

 体験館の壁・屋根・床・デッキの作成 

▼持ち物 作業に適した服装、 

軍手、手ぬぐい、帽子、飲み物など 



 

 

 

 

 

 

 

今年も天候に恵まれ、森のコンサート会場に降り

注ぐ木漏れ日が気持ちよかったです。 

歓迎会終了後はそばの会による手打ちそばの

販売があり（年々おいしくなっているとのこと。私

は初めて食べましたがすごーくおいしかったです）、

やさいの会が山菜の天ぷら（つくしやのかんぞう

など春の香りがするものばかり！ ！ ）を振る舞って

くださいました。外でみんなで食べるという状況も

また楽しく、おなかいっぱい。ごちそうさまでし

た！ ！  

午後からはハーブの植え付けを行いました。ロ

ーズマリーやミント、タイム、オレガノなど多年草

を中心に植えています。どんどん育っていい匂いの

するハーブの谷が出来上がるのが楽しみです。 

今年度は新規会員が少なく、ちょっぴりさみしい歓迎会となりましたが、このことも含めて今年度のあーと村の

活動に活かしていきたいと思っています。 

 

                                    

 

 

里山あーと村にはビオトープの小さな池があります。ビオトープ部会はこの小さな池で、里山を生活の場にし

ている小さな生命と向き合っています。 

「生命の世界」はリセットできませんが、このビオトープでは子ども達にできるだけ多くの生命と出逢い、触れ

合ってほしいと思っています。小さな生命を手のひらに受け止める経験をしてほしいのです。 

ビオトープ部会のモットーは「水と緑は地球に、そして生き物にやさしい」です。里山あーと村のビオトープに

生き物大好きの子ども達の大集合を待っています。 

 

 
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（区役所代表） 

■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。  

mailto:ak-norin@city.hiroshima.jp
http://atomura.sakura.ne.jp/

