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第３期地区振興計画、各専門部の
目標は達成できたでしょうか
平成 29 年度も残すところ２カ月余、各専門
部では、次年度役員体制、活動計画など話し
合いが進められていると思います。

第 281 号
平成 30 年 1 月 26 日発行

お

おひさま運動
はようの声ひびく 思いやり育てる

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/

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

第４期地区振興計画ハード事業
決まる、3 カ年で総額 575 万円
平成 30 年度

190 万円

地区のテーマ『住み続けたい地域』になるた
めに少しでも近づけたでしょうか。
今年もソフト事業で、いくつかの事業を行
いました。今年の反省を踏まえて来年度の事
業計画を立てることになります。
各自治会、各団体、各専門部での話し合い
をよろしくお願いします。
地域の課題について、ソフト事業で行いたい

瀬谷；市道間伏谷線防犯灯設置 5 基
苙口；防犯灯設置 1 基
下和田；防犯灯設置 1 基
上和田；農道鳥が淵線法面舗装
中和田；市道田中テル宅前入口側溝
ガードレール設置
苙岡；農道苙尻線側溝蓋盤設置
中和田；地区公前市道側溝蓋盤設置

ものがあれば、自治会長さんや各専門部長さ
んを通じて地区公民館へ提案してください。

平成 31 年度 190 万円
助代；共同取水施設タンク道路舗装
瀬谷；市道庭坂線防犯灯設置 7 基
上和田；簾野線入口ロードミラー設置
中和田；堀田紀男宅前ロードミラー設置
下和田；生活関連道路側溝蓋盤設置
苙岡；公民館入口掲示板設置
瀬谷；掲示板設置

上和田自治会「筋ちゃん広場」開設へ

和田地区として下和田・中和田自治会に次
いで 3 番目の「筋ちゃん広場」開設に向けて
の説明会が 1 月 19 日上和田公民館で開かれま
した。市介護保険課 二禮木保健師（下和田

平成 32 年度 195 万円
苙口；公民館前旧市道側溝敷設替え
中和田；堀川薗田橋両岸法面舗装
各事業の詳しい事業個所、事業規模
は、各自治会長さんにお尋ねください。
今回は、和田小ＰＴＡの危険箇所点検
により指摘された個所なども入ってい
ます。平成 29 年度からの継続事業など

自治会）より説明を受け、第 1 回目を 2 月 15
日（木）13:30 から開催することを決めました。

もありますので、各年度で変更も出て
きます。ご了承ください。

「幸齢社会」実現を目標に「やる気」を持って・・・

祝：第 31 回
県下地区対抗女子駅伝競走大会
松枝未代選手 出場
1 月 28 日（日）霧島市を舞台に開催さ
れます。県地区対抗女子駅伝競走大会に日
置地区代表として松枝未代さん（苙岡自治
会出身）が選手として出場します。
松枝選手は、鹿児島銀行女子陸上部に所
属し、女子駅伝出場は中学 3 年生から出場
し、今回で６回目の出場になります。
日置チームの中心選手として活躍して
います。昨年は、４位、今年は３位を目指
しています。
なお、大会の模様は、ＭＢＣテレビで実
況放送されます。応援をお願いします。

和田地区グランドゴルフ大会
＆ 県下一周駅伝応援に参加を
2 月 18 日（日）9：00 地区公集合
保健福祉部と体育部が主管となり
グランドゴルフ大会を和田小学校で開催
します。グランドゴルフは昨年６月に計画
していましたが、雨で延期となったためこ
の日に開催します。
当日は、鹿児島県下一周駅伝大会の吹上
地域通過の日です。各地区の力走する選手
を応援をし、その後グランドゴルフ大会を
予定しております。
県下一周駅伝苙岡の選手通過は、9 時 20
分頃です。
参加希望の方は、各自治会長さんを通し
て地区公民館へ 2 月 12 日（月）までに申
し込みください。

やさしいまち

２月の行事予定
日 曜
行 事
3 土 公民館講座合同閉講式・女性大
会（吹上中央公民館） 9：00
6 火 ヨガクラブ 20：00
8 木 総務教養部会；第 4 期地区振興
計画ソフト事業予算（案）検討会
20：00
9 金 文書発送
婦人学級 「健康体操」 20：00
11 土 ○建国記念日
Ｌｅｔ‘ｓ ｅｎｊｏｙ（骨盤体操・エアロ
ビ） 10：00
カラオケ 19：30
16 金 たのしい料理教室 10：00
17 土 第 3 回和田小学校在り方検討委
員会 20:00
18 日 健康づくりグランドゴルフ大会
9：00
県下一周駅伝吹上通過 9：20 頃
20 火 高齢者学級閉級式 13：30
ヨガクラブ 20：00
22 木 第４回和田地区未来会議
20：00
23 金 にこにこ健康体操 10：00
文書発送
24 土 カラオケ 19：30
25 日 第 18 回地域伝統芸能まつり
伊作太鼓踊り和田保存会出演
14:30 東京；ＮＨＫホール
26 月 生け花同好会 9：00
◎各自治会初総会のシーズンです。
我が自治会・地域の将来のことを話し合
う良い機会です。人任せにせず，自分の
こととして考えてみましょう。
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新年あけましておめでとうございます
和田地区公民館長
山之内修
昨年中は、公民館活動に対し皆様方のご理解
ご協力を頂きありがとうございました。

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/

平成 30 年消防出初式開かる
榊満博さん、坂口宏さん
永年勤続表彰の栄に

お陰様で 6 年ぶりの伊作太鼓踊りの奉納、
和田小学校放課後児童クラブの充実を図るた
め国の補助事業導入による地区公民館開設への
移行、移行に伴う地区公民館の改修工事の実施
と大きな課題を無事終了できました。
なお、トイレや玄関入口のバリアフリー対策工
事は、1 月末をめどに施工中です。
榊さん、坂口さんこれからも和田の守りを・・
また、昨年は平成 30 年度からの第４期地区
消防出初式が 1 月 7 日、日吉地域で
振興計画策定の年となり、和田未来会議を開催
開催されました。当日は、分列行進や
しました。地域の将来をどうするか、若者の住
規律訓練を披露。その後パレードや放
みたくなる地域になるにはどうすればよいの
水訓練・救助訓練など日頃の訓練の成
か。『より良い和田地区づくりのための提言書』
果を披露しました。
をどう活かすか、地区役員・自治会長さんを中
団員の永年の苦労や功績を称える表
心に、我が自治会の 10 年先を見据えた議論がで
彰式では、和田分団員の榊満博さん（苙
きたと思います。
岡自治会）が 20 年勤続県消防功績章、
昨年、上和田自治会は、懸案の自治会作業へ
坂口宏さん（助代自治会）が 15 年勤続
の欠会費の廃止に踏み切りました。作業への参
加は、地区の方の参加も促進されよくなったと
聞きます。さらに２組の若者子育て世帯が転入
し未就学児の子どもが４名も誕生しました。
これからは、
「若者を残す努力をする地域」と
「努力をしない地域」ではますます格差の出て
くることが予想されます。吹上地域の昨年４月
から 12 月までの吹上地域の出生数は「11 人」、

県消防精績章を受けられました。おめ
でとうございます。
午後からは、和田地区公民館で消防
協力会主催による慰労会が開かれまし
た。和田分団和田部は、福添良広副分
団長のもと 11 名の団員の皆さんが、地
区の安全確保のため、自分の仕事の傍
ら、日々活動されています。

危機感を持ち、魅力ある地域づくりを目指し地
域の将来を担う世代を育てていきましょう。

昨年、和田地区では大きな事故や災害
もなく平穏な年となりました。

第３期地区振興計画（27 年度～29 年度）
地区のテーマ；『ずっと住み続けたい地域を目指して』
親・子・孫 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
和田地区人口：総人口/575 人

男性/274 人

女性/301 人

世帯数/300 世帯

30.1.1 現在

地区としても引き続き、消防団の皆さん
和田児童クラブ活動の紹介
が活動しやすい環境づくりのために支援 「クリスマス会」
「おにぎりパーティー」♬
していきたいと思います。
地区民の皆様、ご理解、ご協力のほどよ
ろしくお願いします。
今年は消防団操法大会の開催の年で
す。団員の皆さんは支部大会出場を目指
し決意を新たにしていました。
新入団員として、田中宏和さん（上和
田自治会・29 年 4 月加入）が紹介されま
した。

クリスマス会；カレーとケーキを作りました

和田児童クラブでは 9 名の子どもたち
が地区公民館で元気に過ごしております。
児童クラブでは支援員の先生の指導のも
と、いろいろな活動をしています。
12 月は、みんなでクリスマス会。
１月の土曜日授業のあとは『おにぎりパー
ティー』を楽しみました。公民館に賑やか
な声が響き渡っていました。
田中さん「先輩方を見習って頑張ります」

【和田分団和田部紹介（敬称略）】
副分団長；福添良広 班長；窪園雅俊
団員；榊満博、下園忠征、坂口宏、
堀明人、井上建三、高見敬三、
出口正悟、宇治野優平、田中宏和
和田分団は、平鹿倉部と和田部で構成
されます。現在、和田分団長は、平鹿倉
部の下野孝次さんです。
部長の下窪幸治さん（下和自治会）は、
昨年 12 月で退団されました。永年（27
年間）の活動ありがとうございました。

自分たちで好きな具を入れておにぎりを作ります

（２月の行事予定は、裏面へ）

