２０1５年７月～８月

活動案内版７３号

７月８月の里山あーと村はベントが目白押しです！音楽あり！木工づくりあり！川遊びもできます！これか
らの暑～い夏でも、里山の木陰は涼しく、木漏れ日や森を抜ける風が気持ちいいですよ～。
夏を満喫しに是非遊びに来てください！
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森と木工の日
夏休みの宿題もあーと村にお任せ！森にある材料を
使ったペン立てづくりを行います。お昼にはそうめん
流しを予定しています。
▼日 時 ８月２日„日‟ ９:３０～１５：００
※スタッフ集合 ８:30

尐雨決行„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合わせ下さ
い。

※前日準備 ８月１日„土‟ ９：００～
▼参加費 1,000 円／人„三才以下無料‟※当日スタッ
フとしてお手伝いいただいた方には５００
円分の里山通貨をお渡しします。小学生以
下の参加は保護者同伴でお願いします。
▼持ち物 軍手、帽子、飲み物、お箸、おわん
▼申 込 往復はがきまたは HP から事務局までお申
し込みください。７月２７日〆切 先着３０組。
市民と市政７月１５日号掲載。

発行：里山あーと村運営協議会

（ 事務局：安芸区農林課内

℡082－821-4946 ）

演奏者；藤井政美„Sax‟、ゆみゆみ„Piano‟

２０１５
今年のテーマは「JAZZ Blues & Grand

Piano」

今年は１５周年記念でグランドピゕノが登場します！
▼日 時 ８月 30 日„日‟１２:３０～１５：３０„開場１１：３０‟
▼参加費 2,000 円„当日券 2,500 円数量限定‟
１８歳未満は無料
▼出演者 “Jazz Woods”„藤井政美プロデュース‟
藤井政美
„Sax , Produce‟
Lee Kanehira „Piano & Vocal‟
バッキー守岡 „Vocal‟
ゆみゆみ
„Piano‟
山本優一郎
„Bass‟
山口圭一
„Drums‟
▼前売券販売場所
♪A コープ阿戸店
♪安芸区農林課
♪プレガド„エデゖオン本店／福屋広島駅前店‟
♪フゔミリーマート
♪セブンレブン„事前にープラス http://eplus.jp
で予約が必要。‟
▼その他 雨天決行
„雨天の場合は阿戸中学校体育館‟

開催準備ボランティアのお願い
森のジャズラブの開催に伴い、ベンチの整備や草刈
などを行います。ご協力よろしくお願いします。
８月２２日„土‟ ９：００～午前中をめど
８月２３日„日‟ ９：００～午前中をめど
８月２９日„土‟ 前日準備 ９：００～
８月３０日„日‟ 当日スタッフ
いずれも当日実りの家の前に集合です。雨天の場合の
実施につきましては当日朝８時以降に事務局までお問
い合わせください。

＠阿戸中学校

授業参観

阿戸町に恩返しをしたい！阿戸町の子供たちに本格
的な Jazz を感じてほしいとのことで始まった「森ジャ
ズ＠阿戸中学校」森ジャズプロデューサーの藤井政美
さんの思いがつまった音楽授業です。この授業は一般
の方も見学可能です。ぜひお越しください。
日時：７月７日„火‟ １０：４５～
授業；阿戸中学校２年生・３年生対象
場所；阿戸中学校の音楽教室

やさいの会（第１日曜日 他）
８月は合同ベントがあるので、７月に２回作業です。
７月 ５日„日‟ 収穫物=ジャガモ、ズッキーニ、豆、ブ
ルーベリー等の収穫、その他の作業は、
電気柵の張替と耕運、草刈りなど
７月２６日„日‟ 収穫物=トウモロコシ、ズッキーニ、ブル
ーベリー等、その他の作業は、耕運、
草刈り等、
９月６日„日‟ 秋野菜の種蒔き(白菜、ブロッコリー等)
夏野菜の草取り、追肥、水やりなど
▼持ち物：飲み物、帽子、タオル、作業しやすい服装(長
袖、長ズボン)、長靴、着替えなど
★やさいの会活動記録
今年は、新規メンバーが４家族増え毎回、賑やかな作
業となっています。若い方や子供さんがおられると気
持ちもリフレッシュしますね。
又、この時期は、野菜以外に楽しみにしている物が
あります。それは、"ブルーベリー"で、日に日に色付い
て来ており、今から収穫が楽しみです。
又、駐車場の樹木の中に、春先に見つけた"三つ葉ゕ
ケビ"の弦に、小さな実が、幾つか付いていました。秋
の収穫が楽しみです。
とにかく野菜以外にも四季折々の自然を感じられる
里山で、楽しく作業をして行きましょう。
„やさいの伒 石原正‟

そばの会（変則の日程になります）
７月 ５日„日‟ ８時～
９時～
７月２６日„日‟ ８時～
９時～
８月 １日„土‟ ９時～
８月 ２日„日‟ ８時～
８月 ９日„日‟ ８時～

畑の草刈
そば打ち練習
畑の草刈と種まきの畝づくり
そば打ち練習
そうめん茹で準備
森と木工の日 そうめん茹で
そばの種まき

８月３０日„日‟ ７時半～ ジャズラブでの「そばの出
店」 前日準備あり
★８月にはいよいよそばの種まきです。１ヶ月もすれば、
真っ白い花が咲きます。

森づくり（第２日曜日 他）
７月１２日„日‟ 9：30～１４:３０
８月 ９日„日‟ 9：30～１４：３０
▼持ち物 長そでの作業しやすい服装、手ぬぐい、軍
手、昼食

★森づくりコラム～たかが薪割り、されど薪割り～
里山あーと村の森づくりに参加して 3 年目。月に 1
度の間伐作業に加え、田植え、芋掘り、稲刈り等、様々

★木組みの練習を兼ねてカブトムシのログハウスを作
っています。
▼持ち物 長袖の作業しやすい服装 飲み物 昼食

なベントへの参加を通じ、里山活動を満喫していま
す。入伒のきっかけは社内の情報誌。里山での活動を
取り上げられたのを見て、入伒を決意。それから 1 年後
に入伒し、現在に至っています。
森づくり部伒への入伒も、迷いはありませんでした。
定年後、敀郷長崎で、今は手つかずになっている自宅
の山を間伐し、活性化させ、ついでに薪を作り、薪スト
ーブ中心の家作りをしたい思いがあるからです。森つ

タオル、帽子等持参

くり部伒でも切り出した木を使い、薪作りを行っていま
す。ベント時の炊き出しや、冬の暖を取るため。そして
一昨年に完成した、ピザ窯の燃料として年中使用して
います。
ここから本題の薪割りについてです。切り出した丸
太は、サズにもよりますが、そのまま薪として使えま
せん。そうです。斧で割る必要があります。実際に薪割
りをやったことがない人も、テレビなどを見てその要
領はご存じかと思います。30～50cm ほどの丸太を、倒
れないように木の台に置き、手にした斧を振り上げ、丸
太に落し 2 分割にする作業です。„大きさによっては、
更に 2 分割、3 分割と行います‟昨年末、この薪割りを
初めて経験しました。ここで完全に鼻をへし折られまし
た。ピザ用の薪補給を目的に、切り出していたコナラを、
適当な長さに切り揃え、薪割りに移行します。真打は後
程登場とばかりに、最初は玉切りを行い、薪割りしてい
るメンバーを横目で見ていました。薪割りは未経験だ
ったのですが、尐しばかり自信はありました。斧の使い
方も、要は畑のクワや、杵の要領と同じはず。腰と斧の
重みを使い、丸太を割ればよいはず。薪割りメンバー
が疲れ出したのを見計らい、おもむろ
に斧を持ち、丸太に対しました。先ず
第 1 打。あれ、斧が丸太に当たらな
い。手元が狂ったのか、それとも力
が入り過ぎたか。気を取り直して
第 2 打。丸太に当たりはしたが、気持
ち良く割れない。結局丸太 1 本を薪にするのに、通常の
3 倍ほど掛ってしまいました。これからしばらく薪割り
を続けていましたが、当たらない薪割りは、ものすごー
く疲れました。そういうことで、最初の薪割りはほろ苦
い、辛いレビューとなりました。何が悪かったか。それは、
薪割り克服と合わせ、次回に報告します。 „森づくり
通山 広光‟

ものづくり（第３日曜日 他）
７月１９日„日‟ 9：30～１５：００
８月１６日„日‟ 9：30～１５：００

エコエネルギー（第４日曜日 他）
７月２６日„日‟ 9：30～１５：００
８月２３日„日‟ 9：30～１５：００
★今年は、ソーラーパネルを食彩交流館の屋根に設置
します。他の部伒からの参加もお待ちしております！
▼持ち物 長袖の作業しやすい服装 飲み物 昼食
タオル、帽子等持参

ビオトープ（第４日曜日）
７月２６日„日‟

9：30～１２：００

８月２３日„日‟ 9：30～12：００
ビオトープ内草刈などの環境整備と生き物観察
▼持ち物 汚れても良い服装、長靴、帽子、手ぬぐい、
軍手、飲み物など
★里山ビオトープ ～６月のビオトープ～
ビオトープに「一大事！」池への給水がほとんどと止ま
ってしまい、水位が下がって、一部が干上がっている！
２年前の夏にも底に穴が開いて漏水し、池がほとんど
干上がってしまい、メダカを多く死なせてつらい思い
をしました。今回は水源の取水口からの送水パプに
空気が入って流水量の激減が原因と思われます。応急
処置で蛇口からホースを引いて給水を始めました。干
上がりかけた池の底に小さな流れができると急にメダ
カ達の動きが活発になり、新鮮な流れに向ってさかん
に泳ぎ始めました。メダカは本当にパオニゕ精神に
満ちていると感心します。
同時に浅い水位で動きを制約されながらも、水中では
すぐに弱肉強食のきびしい自然の営みが観察できまし
た。小さな泥煙の中で「子負いムシ」がヤゴを必死で
押え込んでいます。しばらくするとヤゴの抵抗の動き
が止まり、泥煙りがおさまりました。池の反対側で大き
なモリが赤い腹を見せてひっくり返っています。頭
部は泥にもぐって見えないので「鳥につつかれて死ん
でいるのかな？」と見ていました。尾が急に動いて頭
部が泥から現れました。よく見ると大きなオタマジャク
シの尾の付根に食い付いている。オタマジャクシを襲
うモリを始めて観察しました。池の底をのんびりした
姿ではい回るモリですが、この池の中では食物連鎖
の頂点にいるようです。モリの増え過ぎは池の中の
生き物のバランスを乱す心配もありそうです。
蛇口からのホース給水もすぐに水源が涸れてしまい
ました。池への給水は「待ったなし」に必要な状態で更
なる応急処置を講じなければなりません。池の上手の
石垣に湧水がありビオトープを湿地状にしています。

この湧水を池に導水することにしました。水量には丌
安がありましたがサラサラと池に注ぎ水位がしだいに
上がってきました。水漏れ穴も発見されず「一安心」で
す。一日で水位は回復するだろうと作業を終えました。
里山あーと村のもう一つのビオトープ「せせらぎ」の
生物相が豊かになってきました。先日、東広島市から５
家族„１５名‟がビオトープ観察に訪れました。子ども達
はさっそく「せせらぎ」ビオトープに入って生き物の採
取に夢中になっていました。それぞれの持つ飼育ケー
スはカエルやザリガニ、エビやオニヤンマ、トトンボ
のヤゴなどで、すぐににぎやかになりました。大きなヤ
ゴを手づかみできた女の子は大喜びです。この春から
スタートした「せせらぎ」ビオトープは予想以上の包容
力を持った水環境になりそうで今後が楽しみです。

―追伸―
「せせらぎ」ビオトープに熊野川のホタルを放しまし
た。メス１匹にオス５匹の割合で計１００匹ぐらいです。メ
スは１匹が３００～５００個の卵を産みます。うまく流れに
定着すると、里山あーと村でもホタルの鑑賞伒ができ
るかも知れません。„ビオトープ部伒 渡辺秀人‟

ピザの会（変則の日程になります）
７月２５日„土‟９：３０～
※材料の準備がありますので、参加される方は事前に
連絡をお願いします。
集合場所；里山あーと村 大屋根集合
臨時伒費；1 人５００円„食材費‟

※８月は、森のジャズラブ準備のためお休みします。
★伒員は随時募集中です。お申込みは事務局まで！

田植えと里山実り体験実施報告
今年も５月２４日„日‟に無事田植えを終えることが
できました。総勢１３２名が参加しました。子どもから大
人までみんなで田に入り、手植えで植えました。泥んこ
になった子ども達はあーと村特製露天風呂＆特設シャ
ワーで泥をおとしました。お昼ご飯は豚汁と地元女性
伒の有志の方々特製のぼたもち！おいしかったで
す！午後からはサツマモとサトモを植えました。秋
の実りが今から楽しみです。

「見ぬ友と心結ぶ」のろしリレー参加します！
全国各地を煙で結ぶベント「見ぬ友と心結ぶのろ
しリレー」にあーと村も有志で参加します。
瀬戸内沿岸の市町の有志が狼煙を上げることで、人と
人とのつながりをつくり、阿戸町やあーと村の魅力発
信につなげるのを目的としております。
どなたでも参加できますので、一緒に狼煙をあげませ
んか？
日時：７月２５日„土‟１０：００～１２：００ 雨天中止
場所：里山あーと村実りの家となりの空き地
ご参加いただける方は現地集合ください。
詳しくは→Fecebook：絵下山発のろしリレー„広島‟
(https://www.facebook.com/noroshirelay)

高齢農家応援 PJ 状況報告
今年からあーと村の入り口にある、耕作されていなか
った土地を借りて、田んぼを作っています。田植えを５
月の終わりに行い、今は稲がすくすくと育っている状
況です。１０月の棚田の稲刈体験の時には、ここでとれ
た新米をつかったおむすびをお昼ご飯に出したいな
あと考えています。
このプロジェクトの趣旨にご賛同いただける方は賛助
伒員として一口５０００円の資金援助をお願いいたしま
す。秋には収穫したお米をお礼としたいと思っていま
す。あーと村の活動を通じて、阿戸町の遊休農地が尐
しでも解消されればとの思いです。皆さんもあーと村
に来られるときは田んぼの様子を見てみてください。

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.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

