第 292 号
平成 30 年 12 月 21 日発行

公民館だより

和

田

その 2

日置市吹上町和田地区公民館
電 話 ０９９－２９６－３０３１
ホームページ http://wada.jpn.org/

お

おひさま運動
はようの声ひびく 思いやり育てる

ひ
さ
ま

ろげよう読書 感動あふれる 学びのまち
わやかな汗 心と体きたえる 健康なまち
もろう決まり みんなでつくる 安全なまち

地区公民館・ひまわり館に
ＡＥＤを設置

・交通整理は終了時も必要ではないか。
・出品された方の展示物の名前の掲示
をしっかりとしてもらいたい。
・片づけ時の放送がせかしているよう
なのでもう少し考えてほしい。

この度、市より地区公民館とひまわり館
に AED が設置されました。
地区公民館は、事務所入口カウンターに

小学校・地区合同秋季大運動会：
田平教頭先生・高見体育部長
・金曜までの台風接近にともない、運動会の
準備ができなかったが、土曜日、当日の朝
と地域の方々が協力してくださり、大幅に
遅れることもなく始めることができた。
・中高生の用具・審判への協力、後片付けも
一生懸命頑張っていた。

以上、来年度に向けて注意すべき点を
たくさんいただきました。
４ ソフト事業の進捗状況について
ソフト事業（2,940,000 円）は、現在
まで 5 割程度の執行額となっています。
大きな行事は終了しておりますが、小
学校・公民館ＰＲ看板や田中城跡整備
事業など残っています。

設置してあります。
緊急時に活用してください。
ＡＥＤ取扱講習会を開催
期日；１月 16 日（水）
午前９時より
場所；和田地区公民館
消防本部の方に「AED 救命
講座」をしていただきます。

・喫煙用のバケツやゴミ袋の準備は地区館で
してもらいたい。
・雨天時の延期について、地区種目の参加は
今後の検討課題に。
２ 第 56 回市民駅伝競走大会：高見体育部長
・今年はＡチーム準優勝、Ｂチーム７位Ｃク
ラス優勝の成績だった。
・練習会は、一般の選手の参加も多くなり良

ふるさと探検隊で出された課題を
少しでも実施したいと考えています。
各自治会では、探検隊で発見した地
域の良い点、改善して欲しい点など話
し合ってください。
５ 今後の事業について
『健康づくりグラウンドゴルフ大会』
期日；平成 31 年 2 月 17 日（日）9：00

関心のある方はどなたでも参加できます。

い練習ができた。
・体育部を中心に自治会長さんや保護者の
方々の伴走や松下さんに寄付して頂いたラ
イトのおかげで事故なくできた。
３ 第 26 回地区文化祭について：
地頭所総務教養部長
・午前中開催の文化祭にしたが、参加者には
好評だった。

場所；和田小学校校庭
当日は、県下一周駅伝競走大会２日
目で日置市を通過します。
9 時に学校に集合し、ひまわり館まで
歩き、９時 20 分頃、力走する選手の応
援を行います。応援終了後学校に帰り
グラウンドゴルフ大会を行います。
詳細は、後日回覧板等でご案内いた

・オープニングや特別公演の時間が少しオー
バーしてしまった。

します。

第 3 回地区公民館運営委員会報告
第 3 回地区公民館運営委員会が 12 月 4 日に
開催されました。今回は、主要行事の反省と
今後の事業などについて協議しました。
１

特定健診受けましたか？
地区では、健診受診率 70％以上を目指
しています。
11 月末現在、受診率 57.66％です。
「早期発見・早期治療」が「元気で長生
きできる」秘訣です。早めの受診を！

知っていますか、移住促進補助金
日置市では、移住促進を図るために、転
入し、定住のために住宅を新築・購入又は
実家などを改修した方に補助金を交付し
ています。補助金は、対象経費の３分の２
以内。和田地区へ補助基本額、100 万円。
18 歳以下の扶養のいる方は、1 人 10 万円
加算されます。この機会にあなたの親戚、
友人に、移住を進めてみませんか。

やさしいまち

好評！ひまわり館「青空市」
開催のお知らせ
1 月 27 日（日）9:00～13:00
野菜のつめ放題・フリーマーケットなど

※ひまわり館では出荷者募集中です。
少量でも歓迎！（☎099‐296‐2519）

1 月の行事予定
日
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○元旦
消防出初式慰労会 16:00
文書発送
フラダンス教室 13：30
カラオケ同好会 19：30
14 月 ○成人の日
15 火 ヨガクラブ 20：00
16 水 ＡＥＤ救命講座 9：00
21 月 たのしいハーモニカ教室 10：00
22 火 にこにこ健康体操 10：00
24 木 第２回役員・自治会長・地区専
門部長・副部長合同会 20:00
25 金 文書発送
26 土 カラオケ同好会 19：30
28 月 生け花同好会 9：00
※公民館年末年始閉館のお知らせ※
地区公民館は 12 月 29 日（土）～
平成 31 年１月３日（木）まで
閉館いたします。
今年も夏祭り、運動会、文化祭などい
ろんなイベントがあり充実した一年と
なりました。地区公民館役員・運営委
員・地区民のみなさん大変お世話になり
ました。来年もよろしくお願いします。
良いお年をお迎えください。
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『タスキ」を継ぐためにどうすればよいか

12 月４日鹿児島大学法文学部の金子満准教
う考えていくかをお話してもらいました。
講演要旨；今は、時代の転換期です。

で創造すべきものが、いつの間にかモノを所
有し消費する事へと支配されています。
人は育った環境が違うと、共に共感するこ
とが難しく、私の常識は、あなたの非常識。
だからこそみんなで話し合い、互いの視点の
違い、考え方を認めながら共感をつくりあげ
るのです。
地域づくりを進めていくうえでの重要な人
①土の人（地域の人～土に根を張り活動し続
ける存在）
②風の人（移住者や旅行者～種を運び刺激を
与える存在）
③水の人（行政・支援者～地域に寄り添い種
に水をやる中間支援的存在）
この３者がうまくかみ合うこと、３者の方
の意見を取り上げることで地域づくりがうま
くできます。時代に合わせてどのように自治
会運営の在り方、仕組みや制度を変えられる
かまさに変革の時代といえます。

男性/257 人

女性/281 人

世帯数/290 世帯

30.12.1 現在

在麑和田会総会・懇親会開かる
新会長に窪園昭宏さん

さんを中心にこれまで慣習の見直しを
進めています。今号では上和田自治会で
の取り組み事例を紹介します。

授を講師にお迎えして、和田地区の今後をど

「幸せ・豊かさ」について、本来は自分自身

和田地区人口：総人口/538 人

和田未来会議で出された和田地区の
10 年後の理想の姿です。
各自治会、この目標に向けて自治会長

「共感から始める新たな共生協働
・・未来の和田地区にむけて・・」

までの考え方が通用しなくなっています。

三世代 仲よく、住んでよし 学んでよし、
和田地区・和田小学校

「若者が住み
子どもの声が聞こえる地域」

自分たちの地域・自治会を次の世代に

少子高齢化による人口減少問題により、今

第４期地区振興計画（30 年度～32 年度）
地区のテーマ；『ずっと住み続けたい地域を目指して』

「和田地区ならではの豊かさの実現を」金子先生

講演会では、共感への具体的とりく
みとして、昨年「より良い和田地区づ
くりのための提言書等」で、若い方や
転入者の方々から廃止して欲しい制度
としてあげられた自治会奉仕作業の罰
金制度（欠会費）について話し合いま
した。考え方としては
①罰金制度はいつ頃始まったの？
②罰金制度は何の目的で始まったの？
③罰金制度によってどのような幸せや
豊かさが生まれていますか？
④そもそも奉仕作業は何の目的で始ま
ったのですか？
⑤奉仕作業はなぜ大切なのでしょう
か？
など、本来の目的がわかった時にど
のようにすれば人々の幸せや豊かさを
実現できるかという視点で見直してい
くことが必要となってきます。
参考；地区内では、苙口・助代・上和
田・苙岡自治会が欠会費を廃止。

欠会費制度の廃止に踏み切る
上和田自治会では、平成 28 年に小学
生以下の子どものいる世帯がゼロにな
りました。このことに危機感を持ち、新

平成 30 年度の総会と懇親会が鹿児島市
で開かれ県内各地の会員 17 名と地区役員

たに転入された方や若い世代に不評な
制度の見直しに取り組みました。
各種作業や総会における欠席者への
欠会費の廃止です。29 年の初総会では
「欠会費を廃止すると出てくる人が少
なくなる。」など危惧する意見が出まし
た。 そこで、29 年度は試験的に実施し、
1 年間の状況をみることにしました。

4 役・支援員・和田小学校長先生が出席し
ました。会長に窪園昭宏さん（下和田出
身）、新副会長に窪園聡さん（下和田出身）、
前会長赤塚正三さんは顧問に事務局に松
下忠幸さん（苙岡出身）が就任しました。
窪園会長のあいさつ、山之内館長から和田
の状況、田中校長先生より和田小学校の現
状など報告しました。和田会の皆様には夏

その結果は、欠会費を徴収する時とほと
んど変わりませんでした。
30 年度からは、各種作業、総会など全
ての欠会費制度は正式に廃止しました。
廃止したことで地区外からの方も作業に
参加しやすくなったと好評です。
また、作業当日に都合の悪い方は、事前
に自治会長へ届けて（市の保険や参加謝

祭り、運動会、文化祭と参加いただき
ありがとうございました。

金の関係で）都合の良い日に作業できる
ように配慮しています。

新たな学び始めませんか、募集中
現在、公民館講座は「たのしいハーモニ
カ教室」と「フラダンス教室」ソフト事業
で「やさしい園芸教室」を開催しています。
新たな講座開設の希望がありましたら
公民館へお寄せください。
（裏面に続きます。１月の行事予定表も）

