２０1６年７月～１１月

活動案内版７７号

新しい活動が次々と始まりま～す！！
里山あーと村は 20 年目の春を迎えました。今年度は運営体制が新しくなり、企画・運営委員やンストラクターの会
等新体制でスタートです。また、これからの里山あーと村の方向となる第３次マスタープランの策定も進めています。
皆様からのご意見、里山あーと村でやってみたいこと等お知らせください。
里山あーと村の活動は誰でも参加することができます。新しい仲間も随時募集中！！
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２０１６
森と木工の日
あ～夏休み！サコロを使った万年カレンダーづくり
をします。森にある材料で飾り付けも。お昼には定番の
そうめん流しを予定しています。何が流れるか・・・！
▼日 時 ７月３１日„日‟ ９:３０～１５：００
※スタッフ集合 ８:30
※前日準備 ７月３０日„土‟ ９：００～
▼参加費 1,000 円／人„三才以下無料‟※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２５日〆切 先着３０組。
市民と市政７月１５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合わせ下さ
い。

今年のテーマは『Juan Ortiz の電子音楽とピゕノトリオ
と.マヌーシュジャズ』
※マヌーシュジャズは、フランス界隈で活躍したジプシー
音楽家のジャズです。

▼日 時 ８月２８日„日‟１２:３０～１５：３０„開場１１：３０‟
▼参加費 2,500 円„当日券 3,000 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‟
Juan Ortiz (keyboard , etc.)
赤堀嘉美
„Bass‟
樋口広大 „Drums‟
ニシウラトモゕキ„Guitar‟
是盛博司 „Bass‟
藤井政美 „Sax/produce‟
▼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／カ

里山実りの体験

ワイミュージックショップ広島‟

５月に田植えをした稲の刈り取りと芋ほりを行いま
す。
▼日 時 １０月１６日„日‟ ９:３０～１5：００
▼参加費 1,000 円/人„昼食込‟
▼持ち物 汚れても良い服装„長袖長ズボン‟・靴、帽
子、軍手、飲物、箸
▼申 込 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。
１０月１０日〆切 先着３０組。市民と市政１０月１日号掲載

♪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‟

予定

里山収穫祭
サツマモの収穫を行います。里山の恵みを楽しみ
ましょう！
▼日 時 １1 月 20 日„日‟ ９:３０～１5：００
„少雨決行‟
▼参加費 1,000 円/人„昼食込‟
▼持ち物 汚れても良い服装„長袖長ズボン‟・靴、帽
子、軍手、飲物、箸、お椀
▼申 込 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。
１１月１日〆切 先着３０組。市民と市政１０月１５日号掲載
予定

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２０日„土‟ ９：００～午前中をめど
８月２１日„日‟ ９：００～午前中をめど
８月２７日„土‟ 前日準備 ９：００～
８月２８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２１日„木‟ ９：４５～„１年‟・ １０：４５～„２〃３年‟
場所；阿戸中学校の音楽教室
演奏者；藤井政美„Sax‟、Juan Ortiz(ホゔン・オルテゖス
„Piano)

ものづくり（第３日曜日 他）
７月１７日„日‟ 9：30～１５：００
９月１８日„日‟ 9：30～１５：００
７月中旬
収穫„とうもろこし‟など【臨時】
★木組みの練習を兼ねてカブトムシのログハウスを作
８月７日„日‟ 草取り、収穫„ズッキーニ、ブルーベリー、
っています。
とうもろこし‟など別途
▼持ち物 長袖の作業しやすい服装、飲み物、昼食
【別途８月に臨時活動あり】
タオル、帽子など
９月４日„日‟ 秋野菜の種蒔き(ミズナ、菜花、大根等)

やさいの会（第１日曜日 他）

草取り、収穫„ブルーベリー‟など
１０月２日„日‟秋まき野菜の管理(間引き、草取り、水や
り等)、草刈り、収穫„冬瓜、カボチャ‟
１１月６日„日‟野菜の管理(草取り、間引き、追肥 等)、収
穫„大根など‟、小屋の整理
１１月１９日„土‟野菜の管理(たまねぎの定植等)【臨時】
▼持ち物：飲み物、帽子、軍手、長靴、タオル、作業しや
すい服装(長袖、長ズボン)、着替えなど

そばの会（第１日曜日 他）
７月３０日„土‟ ９時～ そうめん茹で準備
７月３１日„日‟ ８時～ 森と木工の日 そうめん茹で
８月１４日„日‟ ８時～ そばの種まき
８月２８日„日‟ ７時半～ ジャズラブでの「そばの出
店」 前日準備あり
９月４日(日) ８時～ソバ畑の作業は土寄せです。その
後、そば打ち練習
１０月２日„日‟８時～ソバ畑の作業の後、そば打ち練習
１０月１６日(日)里山実りの体験出店
１１月６日(日) そばの収穫
★８月はそばの種まきです。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１０日„日‟
８月２１日„日‟
９月１１日„日‟
１０月９日„日‟
１１月１３日„日‟

9：30～16:00 広場の整備
9：30～16:00 〃
9：30～16:00 里山西斜面の整備
9：30～16:00 〃
9：30～16:00 〃

▼持ち物 長そでの作業しやすい服装、靴、手ぬぐい、
帽子、軍手、昼食、飲み物
★8 月はお盆があるため日程が変則となっています。

ビオトープ（第４日曜日）
７月２４日„日‟ １０：００～１２：００
８月２８日„日‟ １０：００～１２：００
９月２５日„日‟ １０：００～１２：００
１０月２３日„日‟ １０：００～１２：００
１１月２７日 １０：００～１２：００
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、タオル、軍
手、飲み物など
★活動報告 今年は、池のおたまじゃくしやメダカが
少ない？！と思っていたら、「野鳥が飛んできて食べ
ている」との目撃情報あり。
さっそく、防御用の網を張りました。
これで生き物が増えてくれればと思っています。

ピザの会（第４日曜日 他）
８月７日„日‟ 9：30～14：00『ピザづくり教室・第１回目』
９月２５日„日‟ 9:30～14:00
１０月２３日„日‟ 9:30～１４:00
１０月２９日～30 日 広島フードフェステゖバルに出店
１１月１３日„日‟ 安芸区民まつりに出店
１１月２０日„日‟ 阿戸町民まつりに出店
１１月２７日„日‟ 9:30～ 『ピザづくり教室・第２回目』
★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
材料費：1 人５００円

里山つれづれ Ｖｏｌ.１２
里山の春さがし報告
平成２８年度里山あーと村春さがし４月１７日„日‟開催。
前日夕方からの雨が朝まで降っていましたが、ベント
開始前８時には雨があがり、暑いぐらいの青空の中「里
山の春さがし」を行うことができました。年度始めの開
村式の後、植物観察の後、山菜の天ぷらを揚げたり、桜
餅を作りました。お昼には、そばの会による手打ちそば
をおいしくいただくことができました♪

田植えと里山自然体験報告
平成２８年度 田植えと里山自然体験 ５月２９日„日‟
開催。
朝からぱらつく雨の中でしたが、サツマモの植え付
けや田植え、どろんこ綱引き、暖かプールでの「どろ落
とし」と元気いっぱい活動できました。お昼には、ぼた
もちがおいしく、また暖かい豚汁が最高でした。
また、お昼に仔山羊のクラウン君初登場！です。
（写真）
仔山羊の名前はク
ラウン君
白黒の模様がトレ
ードマークです。

「こっちの水はあ～まいぞ」
私たち親子はあーと村歴２年目になります。入村の
きっかけは「市民と市政」の募集で、子どもが自然と向
き合える場所になると思いビオトープの会に申込みま
した。
ビオトープの会では、池や川、たんぼのほとりでカエ
ル、エビ、メダカ等の小生物を見つけて観察したり、手
で捕まえたりと普段とは違う一面を見せてくれていま
す。
先日は夜間活動が行われました。２年前に放流した
蛍が棲息しているかを観察するためです。１８時にみの
りの家に集合。まずは地元で開催されたほたる祭で
「蛍」を初体験„ビールが飲みたかった‟２０時を過ぎる
と淡い光がちらほら。手に触れて観察しました。更に下
流に進むと蛍の大乱舞。子どもたちも大興奮です。そ
の余韻のまま、あーと村へ移動。３３５号線のあーと村
看板を右折した橋付近で蛍の光が見えました。期待に
胸膨らませながら登っていくと水車付近に第一村蛍発
見！みのりの家に着くと、ログハウスへ登る道に蛍が
数匹舞っていました。ビオトープの川にも！真っ暗闇な
ので一段と輝いて見えました。先輩方の地道な活動に
は頭が下がります。これからもあーと村で自然を満喫
して行きたいと思います。
„ビオトープの会 ゆうしパパ‟

あーと村の案内看板等できました。

「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１６日„土‟１０：００～１２：００ 雨天中止
場所：里山あーと村みのりの家となり
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)

入り口
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棚田

里山あーと村のお米販売
里山あーと村のお米の販売です。新米時期に、あー
と村か安芸区役所で引き渡しします。
玄米
１０ｋｇ 2,600 円
あーと村の新
２０㎏ 5,000 円
米を味わって
３０ｋｇ 7,200 円
みてください
精米
５㎏ 1,750 円
１０ｋｇ 3,300 円
あーと村事務局までお申込みください。

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

