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“とんがり食彩交流館”がオープン！ 

里山の春さがしの時にお披露目式を行いました。 

名前の由来は“とんがり屋根の家で、食彩の体験交流をする” 

名前のとおり、多くの人に愛されて利用される場所になることを願っています。 

テラスからはあーと村の棚田が一望できます。テラスには長椅子も設置してあり、 

座って景色を眺めていると、とーっても気持ちがいい！！ 

現在、みなさんによりよく利用していただくためのルールを検討中です。 

決まり次第、たよりでお伝えしますので、楽しみに待っていてください。 

    

    

月月月月    
日日日日    

（（（（曜日曜日曜日曜日））））    

合同合同合同合同    

行事行事行事行事    

農部会農部会農部会農部会    森部会森部会森部会森部会    環境施設部会環境施設部会環境施設部会環境施設部会    

やさいのやさいのやさいのやさいの会会会会    そばのそばのそばのそばの会会会会    
野外料理野外料理野外料理野外料理    

研究会研究会研究会研究会    
石窯石窯石窯石窯    森森森森づくりづくりづくりづくり    ものづくりものづくりものづくりものづくり    

エコエコエコエコ    

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー    
ビオトープビオトープビオトープビオトープ    

５５５５     5555（（（（日日日日））））     ○        

６６６６ （（（（月月月月・・・・祝祝祝祝））））        ○     

12121212（（（（日日日日））））      ○   ○    

19191919（（（（日日日日））））       ○   ○ 

25252525（（（（土土土土））））        ○     

26262626（（（（日日日日））））    田植え       ○ ○ 

６６６６     

2222（（（（日日日日））））     ○ ○       

9999（（（（日日日日））））    森と木工         ○ ○   

15151515（（（（土土土土））））        ○     

16161616（（（（日日日日））））            ○   

23232323（（（（日日日日））））           ○ ○ 

29292929（（（（土土土土））））        ○     

30303030（（（（日日日日））））       ○      
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テープカットの様子 



 

 

田植えと里山自然体験 
里山あーと村の人気行事の米づくり！ 
今年も始まりまーす。 

秋の収穫祭に向けて、サツマイモと里芋も植え付けま

す。おいしい秋を目指してエイエイおー！ 

 

▼日 時 ５月２６日（日） ９:３０～１５：００ 

※スタッフ集合  ８:30 

▼スケジュール 

９:30 受付開始  

10:00 はじまり 

どろんこ綱引き 

田植え 

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 

▼参加費 会員４００円、一般 600円 

▼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 込 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。 ５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日〆〆〆〆切切切切 

    抽選３０組。市民と市政５月１日号掲載。 

▼その他 少雨決行（かっぱと着替えをご持参くだ

さい）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。    

★事前準備 ５月２５日（土） ９：００～  

サツマイモ・里いも畑の準備 

★今年のあーと村の棚田計画 

 収穫祭に向けて、栽培してみたい作物があれば教

えてください。みんなで作ってみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あーと村棚田の準備を地元のインストラクターのみな

さんが行っておられます。この作業に興味のある方・

参加してみたい方は事務局までお知らせください。 

（１２日に畦ぬりの作業予定です） 

 

森と木工の日 

森の手入れ（立木の伐採）と間伐材を使った木工づく

りを行います！ 

立木の伐採など、なぜ森の手入れが必要なのか？み

んなで一緒に勉強していきましょう！！ 

お昼にはみんなでそうめん流しです。 

 

▼日 時 ６月９日（日） ９:３０～１５：００ 

※スタッフ集合  ８:30 

▼スケジュール 

９:30 受付開始  

10:00 はじまり 

里山と森の話 

丸太切り競争 

森の手入れ 

12:00 昼食（そうめん流し） 

13:00 木工づくり 

14:30 全員で片づけ 

15:00 終了 

▼参加費 会員４００円、一般 600円 

▼持ち物 汚れても良い服装・靴、帽子、軍手、着替え、

タオル、そうめん流し用お椀、お箸など 

▼申 込 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。５５５５月月月月２８２８２８２８日日日日〆〆〆〆切切切切

抽選３０組。市民と市政５月１５日号掲載    

▼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。    

★事前準備 ６月８日（土）９：００～ 

    そうめん流し用の竹の伐採と加工 

    木工用の木材加工など 

 

 

 

 

合同行事のスタッフ募集！ 

 

 

合同イベント時や前日準備のお手伝いを頂ける方

募集中です。ちょっとだけでも、当日の飛び入り参

加でも大・大・大歓迎です！お待ちしてまーす！！ 



 

やさいの会（第１日曜日 他） 

５月５日（日） 8：30～ 

①夏野菜の苗の間引き、草取り 

６月２日（日） 8：30～ 

①夏野菜の定植（トウモロコシ、かぼちゃなど） 

②ジャガイモ、玉ねぎ収穫 

③草取り他 

▼持ち物：飲み物・帽子・軍手・タオル・作業しやすい服

装（長そで、長靴）・汗をかいた後の着替え 

 

そばの会（変則の日程になります） 

5 月 1２日（日） 8：00～  

草刈り、耕耘、そば打ち練習 

6 月２日（日） 8：00～  

草刈り、耕耘、そば打ち練習 

★昨年のそばのこぼれ種が 5 月下旬に花をつけます。

あーと村にお越しの際はのぞいてみてください。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

野外料理研究会（変則の日程になります） 

５月 1９日（日） １０:００～１４:００ 

ダッチオーブン料理（ローストビーフと焼きりんご） 

▼持参物 米（人数分）、牛肉５００ｇ以上ブロック（ロ

ース、ももなど赤味の部分）、りんご１個 

その他、サラダなど付け合わせたいもの

があれば一緒に持ってきてください。 

６月３０日（日） １０：００～１４：００ 

内容は５月１９日に決定します。各自作りたい料理を

考えてきてください。 

 

★石窯づくり みのりの家の横にいよいよ始動です！ 

５月６日（月）９：００～ 

５月２５日（土）１３:００～ 

６月１５日(土)１３：００～ 

６月２９日（土）１３:００～ 

森づくり（第２日曜日 他） 

5 月 1２日（日） 9：30～  

森の手入れ 

6 月９日（日） 9：30～  

森と木工の日担当（合同行事） 

▼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） 

5 月１９日（日） 9：30～  

 トイレ改修 

６月９日（日） 9：30～  

森と木工の日担当（合同行事） 

6 月１６日（日） 9：30～  

 トイレ改修 

▼持ち物 作業に適した服装、軍手、手ぬぐい、帽子、

飲み物など 

 

エコエネルギー（第４日曜日 他） 

5 月２６日（日）9：30～ 

田植えと里山自然体験担当（合同行事） 

6 月２３日（日）9：30～  

太陽光発電 

 

ビオトープ（第４日曜日） 

5 月２６日（日）9：30～ 

田植えと里山自然体験担当（合同行事） 
6 月 23 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 

 

 
 

 

今年はとくに多いようです。原因は究明中です。し

かし、こんなにたくさんのおたまじゃくしですが、カエ

ルになれる個体は１０％にも満たないとのこと。ビオト

ープにもヤゴやイモリなどおたまじゃくしが大好物の

生き物がたくさんいます。 

 現在のビオトープの食物連鎖の頂点は“イモリ”です。

ぜひ見つけてみてください。 

 

←ビオトープの王様イモリ 

なかなかすばしっこいヤツ

で、写真撮るのに一苦労で

した。 



 

 

里山の春さがし報告 

4月２１日（日）は記念すべき今年度第１回目の合同行

事。心配していた天気もなんとか持ちこたえました。 

今回は“春さがし”ということで、里山の自然観察と

桜もちづくりを行いました。やさいの会からは山菜の

てんぷらが振る舞われました。 

参加者からは自然の中でゆったりできました、山菜

もそばもおいしかったです、などなどの感想をいただ

きました。 

今回観察できた山菜 

タラ・コシアブラ・タカノツメ・ワラビ・ミツバアケビなど 

 

         ←アミガサタケ（アミガサタケ科） 

         春を告げるきのこ。 

         フランス料理では高級食材とさ

れているそうです。生食すると

中毒するので、茹でこぼししてく

ださい。おススメはバター炒め。 

 

里山あーと村運営協議会役員改選の報告 

４月２６日の運営協議会で役員改選がありました。村

長は竹廣寿之さん（継続）、副村長は里山の会から横

倉恒利さん（継続）、地元からは香谷正文さん（新）が

選ばれました。任期は２年間です。どうぞよろしくお願

いします。 

 

里山の会について 

今年度の里山の会のメンバーは総勢８４名（４月末

現在）です。新しく仲間になった方は１７名！！こちら

もどうぞよろしくお願いします。 

 

里山つれづれ Vol.1 

春になり、あーと村が有る阿戸町から小田山方面を

望むと、こぶし・たむしば等の白い花が一斉に咲く時 

 

 

 

期が来る。 

地元では、これを見て稲作の準備を始める農家も

多い。 

この小田山の北側斜面に有るのが「里山あーと村」

であることは、皆さん御承知のところで有り、当然一

帯が白い花で覆われる時期がある。 

 これよりも少し遅れて白い花を咲かせる木、これが

山帽子で、あーと村の水車の周辺には、樹齢 50 年は

超えると思われる山帽子が 4本育っている。 

 私が、あーと村にお世話になる前のこと、この水車

の周りの山帽子を伐採しようとした際、当時コーディ

ネータとしてお世話になっていた、氏原様が身を張っ

て制した結果、これらの木が残ったのだと、里山の会

の横倉会長から聞いた。 

 このようなことから、あーと村及びその恩恵にあず

かっている阿戸町では白い花の里づくりをめざし、そ

ばづくりや白い花を咲かせる大島桜の植樹が行われ

ている。 

 この山帽子の大きな白い 

花のように見えるものは、 

じつは花では無く総苞だ 

と言う。花はその白い総苞 

の中に咲き、秋にはイチゴを 

丸くしたような実を付け、 

赤く熟れる。この実は、食べる 

ことができるが、土の中に植えておくと、春には、1 個

の実から多くの芽が伸びてくる。 

 これを、あーと村に返すことで何年か先には、また

更に多くの白い花が我々を楽しませてくれるだろう

と、これまでに 15 本程度植樹してきた。 

 この白い花（あえて白い花と言う）は、上に向いて

咲く為に、上から眺めると一段とその良さを発揮する

ことから「こもれび工房」周辺や水車の上流を選んで

植えた。この木は風通しが良く、乾燥しすぎないこと

を好むので、皆様も暑い日にこの植樹したかわいい木

がのどを乾かしていたら、是非一杯の水を、施してや

ってください。（森部会 香谷正文）  

 

 

 

 

おおおお問合問合問合問合わせ・おわせ・おわせ・おわせ・お申申申申しししし込込込込みみみみ先先先先   

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.lg.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 → 安芸区役所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ → 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 

ヤマボウシの実 


