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活動案内版７８号

里山あーと村の冬から春へ
あーと村は稲刈りも終わり、すっかり秋から冬の景色にかわってきました。あれだけ生えてい
た雑草もいっこうに生えず、冬支度をはじめています。木々も落葉をはじめ、先端には冬芽をつけて春に向けて
の準備中となっています。
平成２８年ももうすぐ終わり、新年は酉（とり）年を迎えます。鳥は人に時を報せる動物で
す。また、「とり」は「とりこむ」と言われ、商売などでは縁起の良い干支です。たくさんの人
をとり込んで活動する年にしていきましょう。
里山あーと村の活動は誰でも参加することができます。新しく活動したい方、新年度会
員を募集していきます！！
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やさいの会（第１日曜日 他）
とんど祭り
あーと村のとんど祭りを行います。「書初め」と「も
ちつき」を行います。
▼日 時 １月２２日（日） ９:３０～１４：００ ※少雨決
行。天候の判断に迷う場合は当日朝７：３０
以降に事務局までお問い合わせください。
▼参加費 1,000 円/人（昼食込） ※三歳以下無料。
小学生以下は保護者同伴でお願いします。
▼持ち物 作業できる服装・靴、帽子、軍手、とんどで
燃やしたいもの
▼申 込 往復はがきに住所、電話番号、参加者全員
の氏名と年齢をご記入の上、事務局までお送りくだ
さい。１月 16 日（月）締切。市民と市政１月１日号掲載
予定。あーと村運営協議会ＨＰからも申し込み可。

ボランティアの日（阿戸町内清掃）
日頃お世話になっている阿戸町に感謝をこめてゴミ
拾いを行います。
▼日 時 ３月５日（日） ８：３０～１０：００ごろまで
※雨天延期天候の判断に迷う場合は当日朝７：３０
以降に事務局までお問い合わせください。
▼集 合 やさいの会の畑の前の駐車場
▼申 込 当日直接ご集合ください。

１２月４日（日）秋野菜の収穫後に、蒟蒻作り
(場所：あーと村)
２月５日（日）畑の片付け&小屋の片付け
３月５日（日）ジャガイモの定植
▼持参物&注意点…持参物…１２月の活動日は、通常の
持参物以外に、蒟蒻作りをしますので、エプロンを
持参して下さい。通常の持参物は、着替え&飲み物、
タオル、長靴、軍手等。
年内の開始時間は、従来通り、ＡＭ:８時３０ですが、
年明けの２月&３月は、ＡＭ:９時に変更します。凍結し
やすい時期ですので、慌てずに時間に余裕を持っ
て行動して下さい。
★１月はお休みです。

そばの会（第１日曜日 他）
１２月４日（日） そば打ち練習
３月５日（日） 阿戸町ボランテイア参加
そば打ち練習
★1 月 2 月はお休みです。

森づくり（第２日曜日 他）
12 月 11 日（日） 9：30～
1 月 8 日（日） 9：30～

里山の会開催

2 月 12 日（日） 9：30～

里山の会の会員を対象にあーと村内の整理整頓とシ
イタケの原木栽培を学び、会員同士の親睦を目的とし
て開催します。お腹が空いたら、とってもおいしい村の
手打ちそばが待ってます。ぜひ、ご参加ください。
▼日 時 ３月５日（日） １０：００～１４：００ごろまで
※阿戸町内清掃の後から実施します。
▼参加費 里山の会会員は無料 （里山の会が負担）
▼集 合 みのりの家の前
▼申 込 ２月２８日（火）までに事務局まで事前予約
▼持 ち 物 軍手など

3 月 12 日（日） 9：30～

阿戸町ウォークラリー

★12 月～３月の活動はお休みです。

阿戸町内を歩いてまわり、いろいろな場所に隠された
クイズに答えます。豪華景品あり！参加賞あり！！
ご参加ください。
▼日 時 ３月１９日（日） 9：00 受付開始
（雨天時 3 月 26 日に順延）
▼集合場所 阿戸福祉センター
▼参加費 無料
▼申 込 3 月１２日（日）までに福祉センター等で配布
の申込用紙に記入の上、直接お申込み下さい。

活動内容 ： 里山西斜面の整備、里山周辺の枯れ木伐
倒、小田山登山道のチェック

ビオトープ（第４日曜日）
12 月 25 日（日） １０：００～１２：００
2 月 26 日（日） １０：００～１２：００
3 月 26 日（日） １０：００～１２：００
ビオトープの環境整備と生き物観察

ものづくり

・ エコエネルギー

ピザの会（第４日曜日 他）
２月２６日（日）９：３０～１４：３０ ピザの会定例会
３月２６日（日）９：３０～１４：３０
ピザの会９回目開催・
阿戸公民館コラボ「石窯を使ったピザづくり教室」
集合場所；里山あーと村 大屋根集合
材料費：1 人５００円、子供 ３００円 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。
★12 月と１月はお休みです。

森と木工の日（７/３１）開催結果
よく晴れた天気の中開催できました。夏休みの工作
として万年カレンダーを作りました。
恒例の丸太切り競争はあつい戦いが繰り広げられ、
勝者には大きなポン菓子が贈呈されました。普段は使
う機会の少ないのこ
ぎりを上手に使いこな
すことができました。
お昼は楽しみのそうめ
ん流しでブルーベリー
などいつも以上にお腹
いっぱいに食べ、子ど
も達も大喜びでした。

＠阿戸中学校
７月 21 日（木）
に阿戸中学校音
楽教室で生ジャ
ズの授業です。ス
ペインからやって
き た Juan Ortiz
（ホァン・オルティ
ス）さんによるピ
アノ演奏、藤井政
美さんによるサックスを披露していただきました。日頃
の授業とは一味違った貴重な体験となりました。

201６開催報告
８月最後の日曜日、８月２８日の開催でした。天気予報
は雨。学校の体育館で開催できるよう準備を進めてい
ましたが、予定どおり森のステージにて開催すること
となりました。
今年のテーマは『Juan Ortiz の電子音楽とピアノトリ
オと、マヌーシュジャズ』で盛大に盛り上がりました。
また、好評となっている石窯ピザや手打ちそば、地
元野菜、飲み物の販売も。少々の雨も降りましたが、雨
対策のタープを試験的に設置し、今後の雨対応の準備
も行うことができました。
以下は森のジャズライブ 2016 実行委員会委員長
横倉さんよりメッセージです。
「今年も里山あーと村 16th.森のジャズライブ 2016
♪♪♪は８月最後の日曜日に、『阿戸町に賑わいフェ
ス』として皆さまのご支援で成功裏に終わることが出
来て感謝申し上げます。

毎年実行委員長として、天候「雨」が一番の気がかり
で今年ついに第３ステージで降雨途中中断してのスタ
ッフにてステージにテントを上げました。この難局に演
奏者とお客様と我々スタッフ全員が、里山あーと村の
森でジャズライブを楽しむことから一体感が増し雨で
も素晴らしさを感じ感無量でした。
藤井政美さんから毎年里山あーと村森ジャズの素晴
らしさは、『里山あーと村のスタッフ皆さんにあり』と言
って頂いています 。又、今年３回目の ナポリ料理の
Polipo オーナー山川直紀さんからも同様なお言葉とし
て『もっと盛大な音楽フェスは、数あれどスタッフの心
がこもった里山あーと村森ジャズは最高です。店のス
タッフ全員で参加できていることに感謝します。』を頂
きました。お店閉めて売り上げ大幅ダウンよりも里山
森ジャズにスタッフの一員で参加することに大きな教
育的意味ありと毎年楽しんで頂いていることに感謝で
す。来年も、皆さん一緒に里山森ジャズスタッフ仲間で
楽しみましょう。『里山森ジャズは、ひとりではできない、
仲間が居るからできる♪』ありがとうございました。
16th.森のジャズライブ実行委員長・横倉恒利

里山実りの体験開催結果（１０／１７）
今年は稲の生育が順調で少し早く収穫適期を迎え
ました。当日の天気予
報が午後からは雨と
の予報がでており、稲
刈、芋の収穫と大急ぎ
で行いました。お昼ご
飯 は 新 米 お むす び と
手打ちそば！とっても
おいしかったです。

あーと村の石窯野菜ピザでイベント出店
10 月 29 日・30 日フードフェ
スティバル（中央公園） ８０
万人来場
11 月 13 日安芸区民まつり
（安芸区役所）
１万５千人来場
11 月 20 日阿戸町民まつり
（阿戸福祉センター）

里山の秋まつり（１１／２０）
里山の秋まつりは、芋ほりと餅つきをしました。
きれいな紫色のサツマイモを利用して、芋餅を作り
ました。また、昼食は阿戸町民まつり会場へ向かい、女
性会による手作り炊き込みご飯とうどんのセットをい
ただきました。
こちらも大変おいしくて、大満足の一日でした。

里山つれづれ Ｖｏｌ.１２
「理屈を理解して伝えたい」
カープの活躍に熱さが続く広島ですが、体育の日を
境に季節の変わり目を感じる今日この頃です。以前も
お話ししましたが、森づくり部会の活動は、里山あーと
村を取り囲む森林の整備、保全です。森を健康に保つ
べく、適切な間伐と枯れ木の伐倒も行っています。
伐倒作業では、木を安全に狙った方向に倒すのです
が、大切な一つがバランス。倒す方向に木の重心を掛
けないと、狙った方向に倒れないことになります。倒す
側の木の側面に 45 度の切り込みを入れ、受け口なる
ものを作ります。その後、反対側から切り込み（追い口）
を入れ、ツルなる切り残しを作り、一気に千切れるのを
防ぎます。ここでツル（切り残り）の形をイメージして下
さい。想定した通りの切り込みを行った場合、断面形状
は長手方向が伐倒方向を向いた、長方形のかたちに
なっているはずです。更にイメージして下さい。この形
状が、もし三角形だったり、五角形だったりしたら。バラ
ンスが崩れ、狙った方向に倒れないのではと、想像出
来ると思います。
山での作業は、普段の生活からはかけ離れた感じは
します。ですが、様々な作業を危険なく行うためには、
この様な理屈を頭に入れて作業する必要があります。
これは何も山仕事だけでなく、家庭でも学校でも仕事
でも。そして子供たちへの教育についても、理屈をキ
チンと理解し行うことは大切だと思います。
子供たちに、「こうしなさい、それはダメ」とか言っ
ておられる貴方。なぜそうしないといけないのか、そ
れはダメなのか伝えていますか。もし伝えてないとし
たら、相手が納得する様に説明してあげましょう。この
ことについては私自身、特にしっかり行う必要がある
のですが。
通山 広光

あーと村の案内看板等できました。
小田山案内看板を作るきっかけになる出来事ありまし
た。「森づくり部会活動中、小田山登山口を探している
登山者と出会いました。その方は登山口が分からず、
時間を費やしその日登山を断念し、あーと村を後にし
ました。その方には、不
愉快な出来事だっただ
ろうと・・・。」
早速、見やすい看板
を設置し、登山者を今
後は案内してくれるだ
ろうと思っています。
ＰＳ、小田山登山道整
備偏？に続く？
（勝手に看板同好会）

阿戸認定こども園
秋の遠足
10 月 13 日（木）阿戸認定
こども園の４，５歳児と職員
３４名であーと村まで遊び
にきました。秋晴れのなか、
みんな元気よく里山を散
策しました。

高齢農家応援プロジェクト終了
平成 27 年からスタートしたプロジェクトですが、あー
と村のマンパワー不足のため今年度をもって終了する
こととなりました。応援して下さった方々、地域の方々
ありがとうございました。

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

