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里山あーと村の棚田の田植えが無事終わり、ネもぐんぐんと大きく
なっています。これから夏に向けてあーと村はベント目白押しです！

里山あーと村の白い花の一つ
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里山体験プロジェクト„お問合わせ、お申込みは事務局まで‟
コース名

内容

日時

田舎そば

地元農家の指導のもと、一組あたり５００ｇ„３～５人前‟のそば ７月１２日、１３日

打ち体験

を打ちます。そば打ち後は試食もゕリ！

８月９日、１０日

参加費用
一組２５００円

木工体験は８月上旬に予定しています。
本格石窯でピザづくりコース„石窯でのピザ焼き体験‟

随時募集中です！ゕツゕツピザをどうぞ～

里山を語る会„里山あーと村にてコーヒーを飲みながら語る会‟

ホームページへ！！

その他、新しい企画や詳細などの最新情報は

森と木工の日
毎年大人気の丸太切り競争＆間伐材を使用した木工
づくりを行います。今年はマガジンラックと鉛筆立て、ど
ちらかを選んで作ります。お昼はそうめん流しです。
そうめん以外も流れてくるかも！？

発行：里山あーと村運営協議会

コーヒー豆入荷しました！ご利用ください。

▼日 時 ８月３日„日‟ ９:３０～１2：００
▼内 容 丸太切り競争、間伐材を利用した木工づく
り„マガジンラックか鉛筆立て‟
▼参加費 １〃０００円／人
▼持ち物 汚れても良い服装・靴、帽子、軍手、飲み物

（ 事務局：安芸区農林課内

℡082－821-4946 ）

絵をかくもの„絵具、クレヨンなど‟
▼申 込 電話や電子メール、往復はがきで事務局ま
でお申し込みください。あーと村ホームペ
ージからも申し込めます。
先着３０組。
申込期間７／１５～７／２８
▼その他 尐雨決行。

２０１４
今年で１４回目の継続開催となる里山あーと村「森の
ジャズラブ」は、里山あーと村森ジャズでしか聴けない
試みを色々と Try してきました。プロデュース藤井政美さ
んに今年のポントを伺いました。
『今年は、ドラム 3 人をフゖーチャーするという内容が
柱となるかと思います。また、3 ドラムスもですが、2 ステ
ージ目のトランペット 2 本というのも大きなポントです。
一昨年出て貰った濱口さんの SoltyZ メモリゕルバンドの
ツン・トランペットバージョンです。
広島界隈では滅多に見れない、トランペット 2 本という
バトル形式も大きな柱となると思いますので、お願いい
たします。„藤井政美‟』とのことです。
このような楽しそうな森ジャズラブの生演奏が、里
山あーと村の森に、響き渡って欲しいので皆さん『晴れ!』
を祈念して下さい。 „里山あーと村森のジャズラブ
2014 実行委員会委員長 横倉恒利‟
▼日 時 ８月 31 日„日‟１２:３０～１５：３０„開演１１：３０‟
▼参加費 2,000 円„当日券 2,500 円数量限定‟
１８歳以下は無料
▼出演者 “Jazz Woods”„藤井政美プロデュース‟
吉岡洋充(Ds)森川泰介(Ds)山口圭一(Ds)
濱口正規(Tp)河村貴之(Tp)太田和孝(Fl)
鳥岡香里(Pf)山本優一郎(Bass)藤井政美(Sax)

▼券購入

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。あーと村の活動日、安芸区
農林課、Ｊ：安芸阿戸支店、市内プレガド
にて予約・入手可。
▼その他 雨天決行„雨天の場合は阿戸中学校体育館 ‟

阿戸中学校でのジャズ授業参観
森のジャズラブプロデューサー藤井政美さん達３人
が今年も阿戸中学校にてジャズの授業を行います。
授業参観をご希望の方は事務局迄お申込み下さい。
▼日 時 ７月１０日„木‟ 午前中一時間程度
「里山あーと村」の活動は「阿戸」というまちとひと、
そして森が舞台になっています。
これからこのまちを担う人々と共にその活動の柱と
なってる音楽を体験してもらうべく、「森の Jazz Live を
阿戸中学校で演奏したい」とこの企画が実現しました。
阿戸のまち、ひいては広島のまちに関わることなのだ、
という気持ちを理解してもらうため、音楽の現場に触れ
てもらおうと思っています。体育館などの広い会場では
なく、人数を区切っての音楽室での催し、という点にも
こだわっています。大切なのは自分のまち、とのつなが
りを感じてもらうこと、それに尽きます。„藤井政美‟

やさいの会（第１日曜日 他）
７月６日„日‟は６月に作業を前倒ししたため、中止
７月２７日„日‟ 8：30～
①畑の管理„草取り、水遣り、耕うん等‟
②夏野菜の収穫
トウモロコシが収穫できるかも？甘くて美味しいで
すよ。
③シロップづくり 場所等は別途通知します
８月 31 日„日‟
森のジャズラブ出店
９月７日„日‟ 8：30～
①畑の耕うん、肥料まきなど、植え付け準備
②秋まき野菜の種まきと定植
▼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
※集合時間に遅れても急がないように安全に集合願い
ます。
※熱中症対策として、①朝食はしっかり取る ②飲み物
は、こまめに飲む事！

そばの会（変則の日程）
スタッフ募集
以下の日程で、森ジャズスタッフを募集しています。
・8 月 23 日（土）ベンチ・ステージの補修、草刈り
・8 月 24 日（日）ベンチ・ステージの補修、草刈り
・8 月 30 日（土）会場設営など最終準備
・8 月 31 日（日）当日運営スタッフ
短時間でも OK です。
みんなでステキなジャズラブを作っていきましょう！

７月 ６日„日‟ 8：00～
畑の手入れ終了後、そば打ち練習
７月２７日„日‟ 8：00～
そばの種まき準備。終了後、そば打ち練習
８月３日„日‟ ８:３０～
森と木工の日のそうめん流し担当
８月１０日„日‟ 8:00～
そばの種まきを行います。
８月 31 日„日‟

森のジャズラブ出店
９月７日„日‟
そばの手入れ、そば打ち練習

森づくり（第２日曜日 他）
７月１３日„日‟ 9：30～
水車小屋東側の森の整備
石窯にてピザづくりの予定
８月１0 日„日‟ 9：30～
水車小屋東側の森の整備
▼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

★森づくり memo
１0 年間で安芸区が所管する山林の一帯を一順する計
画で、下刈りや間伐作業を進めています。これからも森
の手入れをしながら、間伐材の有効利用„薪づくり、しい
たけ原木づくりなど‟を進めていきます。
8 月にはジャズラブの為の森整備も宜しくお願いし
ます。„枯れた松やステージ周辺の枯れ木等の処分等‟
これまで整備した甲斐あって、今年は水車小屋東の鬱
蒼とした森にうずもれていた山帽子が 4、5 本白い花を
付けたところを道路から確認することができました。ご
協力感謝！！！

ものづくり（第３日曜日 他）
７月２０日„日‟ 9：30～
ログハウス改修
８月１７日„日‟ 9：30～
▼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 memo
昨年度は石窯づくりを優先して行ったため、今年度は
1 年遅れたログハウスのデッキ部分の改修を行っていま
す。これまで、ログハウス南側のデッキ部分の撤去、一階
部分のデッキ床張替を完了墜落防止と 1 階の明かりとり
強化のための２階の南側の掃き出しの引き違い戸を北側
の窓と交換する作業を完了しました。
„１階の部分が明るく変身しました！‟
現在２階北側デッキ部分の改修を進めています。1 階
北側のデッキ部分の撤去作業は、2 階部分の進捗を見な
がら進めていきます。„ジャズまでには終わりたいナゔ‟
この他、ジャズに向けて第一トレの床修繕と換気扇更
新を済ませたいと考えています。9 月からは、石窯の建
屋やとんがり食彩交流館の残件などに取り組み、秋から
は水車小屋の修繕にかかりたいと考えています。また、
雨の時や土曜日などの空いた時間を見つけておもちゃ

や小物家具づくりにも挑戦しています。„折りたたみ椅子、
立体パズル、機関車、マガジンラック等‟

エコエネルギー（第４日曜日 他）
７月２７日„日‟ 9：30～
８月２４日„日‟ 9：30～
ログハウスのソーラーパネルを 2 枚追加し、稼働を始
めました。トレ喚起設備の修繕、水車発電の修繕を 8 月
まで行い、こもれび工房のソーラーパネル設置計画を作
成し、秋ごろには設置予定です。

ビオトープ（第４日曜日）
７月 13 日„日‟9：30～
草刈りなど環境整備、生き物観察
８月２４日„日‟9：30～※変更の可能性あり
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
★里山ビオトープ ～初夏の里山ビオトープ～
梅雨の合間で気持ちのよい青空が広がる日曜日の朝、
里山を吹き抜ける風は爽やかで、木々の緑が目に鮮や
かです。さっそくビオトープの中に入り、池の中の様子を
観察します。冬の間小さかった稚魚たちが成長したため
かメダカの数が増えています。卵を腹に付け、元気に泳
ぎ回るメスのメダカも多数確認できて一安心しました。
しかし、オタマジャクシが尐ないのが気掛りです。オタマ
ジャクシの成長„小さな足が尾の両脇に生え、丸かった
頭が三角に光ってきてカエルの顔に変化するなど‟を観
察していると、水底の泥に体をすり着けるような丌思議
な動きをするオタマジャクシがいます。よく見てみると３
ｃｍくらいのヤンマのヤゴが尾の付け根に食いついてい
ました。やはり池の中の自然は弱肉強食の厳しい世界で
す。
本日参加予定の部員が揃ってビオトープの整備活動
開始です。子供たちは池の周りをワクワクしながら生き
物を求めて走りまわっています。今日の活動その１は湧
水が溢れて池の周囲に広がった湿地状態の改善です。
埋設パプを掃除して、下の田に排水できるように力を
合わせての作業です。排水が始まると水たまりの水面が
下がり、オタマジャクシやモリが水を求めて騒動します。
子ども達にも手伝ってもらい救出しました。
今日の活動その２はビオトープの水源の取水池に溜ま
った土砂をさらって、夏の渇水期に備える大切な作業で
す。取水池の底の土砂や石を掘り出すと、小さなサガワ
ニ„今年生まれは体長５ｍｍ、２年目は１ｃｍくらい‟が土砂
に混じって多くみつかりました。どうやら取水池はサワ
ガニの幼稚園になっていたようです。„渡辺秀人‟
付録：ビオトープ部会では、ビオトープ脇の谷川の「流れ」

を「せせらぎビオトープ」として整備しようと計画してい
ます。現状の池を中心とするビオトープとは異なる環境
を整備し、流れに棲む生き物たちの違った生態を観察で
き、里山あーと村ビオトープでの自然体験がより広がる
と期待しています。

作りを通じて交流を図っています。野菜作りでは、季節に
もよりますが、極力、農薬の使用を控え、安全・安心で美
味しいやさいを目指して頑張っています。
昨年は猛暑が続き、そのあと急に涼しくなり、ダコン、
ブロッコリー、ハクサ、カリフラワーなどが大きくなら
なかったり、収穫時期が遅れたりしました。今年は今のと
ころ順調に推移しています。
さて、畑の主な作物を紹介します。

田植えと里山自然体験開催結果

春まき„種、苗‟

参加者総勢１５２名で５月２５日に行いました。今年は、
地元ンストラクターの指導を受けながら、棚田３枚を手
植えで行いました。田植えの後は、子どもたちは泥んこ
になりながらかけっこや綱引きを楽しみました。お昼は
阿戸の女性会有志の皆さんによる「ぼたもち」とやさい
の会特製の豚汁でした。ごちそうさまでした！

・コンニャク・・・３年物の種芋を植え付け、秋に収穫し、１２月
に手づくりこんにゃくを製造
・ズッキーニ・・・時々ジャンボズッキーニが出現
・スートコーン・・・無農薬のため、害虫とカラス被害防止
のため網で対処
・ジャガモ・・・収量多く、好評

←こんにゃくです。
茎は黒い水玉模様でオシャレ
（！？）です。

2013 のポスターについて
夏・秋まき„種、苗‟
・ブロッコリー・・・昨年より頂花雷専用品種に切替。
・ハクサ・・・毎年、白斑病が発生。虫の防除に苦労。
・ダコン・・・栽培の簡単な「三太郎」を栽培。
・葉ネギ・・・夏には干しネギにして、８月上旬に植え付け
果物＆その他
・ブルーベリー・・・毎年たくさんの実をつける。生食やジャ
ムとして利用
・ソルゴー・・・土の改良のため、ネ科作物を夏に植え付
け１ｍくらいになったらトラクターで透き込みます。おかげ
で土がだいぶ良くなりました。
やさいの会では一年を通して野菜作りを体験できま
す。ご入会をお待ちしています。
„やさいの会 ンストラクター 高橋富士夫‟

昨年の森ジャズのポスター
が第３５回広島広告企画制作
賞ＳＰ部門グラフゖック„ポスタ
ー‟の部で銀賞を受賞しまし
た！記念の楯については、と
んがり食彩交流館にて展示予
定です。

里山つれづれ Vol.７
＜やさいの会について＞
毎月、第１日曜日、午前中に活動を行っています。初心者
から中級者まで約２０家族がこのあーと村の菜園で野菜
毎月、第１日曜日、午前中に活動を行っています。初心者
から中級者まで約２０家族がこのあーと村の菜園で野菜

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

広島市安芸区船越南三丁目 4－36
■電話

安芸区役所農林課内

082‐821‐4946（農林課直通）

■e－mail

ak-norin@city.hiroshima.lg.jp

■ホームページ

■ファクス

（表題に「里山あーと村」をつけて下さい。
）

http://atomura.sakura.ne.jp/

広島市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

→

082‐822‐8069（区役所代表）

安芸区役所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

（運営協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）
→

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

