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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 1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されました。 

○健康づくりセミナー：櫨木保健福祉部長から 

35名の参加。全体的にうまくいき、講話（口

腔予防）も良かった。人員募集に年齢の上限

があったため参加を遠慮され方もいたので、

今後は上限なしで人員募集して欲しい。 

○小学校・地区合同秋季大運動会： 

田平小学校教頭先生より 

・公民館との連携がしっかりでき、プログラ

ム印刷も順調にいった。 

・地区の進行が遅れぎみだったので進行の工

夫が必要がある。 

・用具の準備確認を早めに行ってほしい。 

・トイレの掃除を地区で行い助かった。 

（婦人部で実施） 

〇第 54 回市民駅伝競走大会：執行部より 

今年は、小・中学生を主体としたチームで

Ａチーム４位、Ｂチーム 10位の成績だった。

特に、小・中学生が頑張ってくれ、来年度以

降が楽しみとなる大会となった。 

練習会は、体育部を中心に自治会長さんや

保護者の方々が伴走に付いてくださり事故な

くできた。反省会では婦人部の方々のご協力

もあり、来年に向けていい反省会ができた。 

○第 24 回地区文化祭について： 

有馬総務教養部長より 

 ・準備の時の参加人数が少なく感じた。 

・販売部は商品券の効果もあり大成功。 

・演目は踊りとカラオケが中心となっ

てしまったのでもっと幅広い演目が

欲しかった。（各自治会に出演者の募

集をお願いしたら） 

 ・展示作品が多く、充実していた。 

以上の反省を次年度へ活かしていく

ことを確認しました。 

○第 3 期地区振興計画順調に執行中 

ソフト事業の進捗状況について：  

ソフト事業（2,435,000円）は、現在

まで 6 割程度の執行額となり、計画さ

れた事業は、概ね執行されています。 

公民館ではＤＶＤ内臓プレーヤープ

ロジェクターを購入しました。このＤ

ＶＤプレーヤーは、簡単に操作できる

ものです。自治会でのいきいきサロン

や防災講習会などで活用ください。 

 プレヤーを借りる際は、事前に職員よ

り取り扱いの説明を受けてください。 

 （講習会を 1月に実施予定です。） 

○今後の事業について： 

産業部から 

『春野菜栽培講習会』 

期日；1 月 19 日（木）13：30 

場所；県農業開発総合センター圃場 

での現地研修、スナップえんど

う・そら豆など 

保健福祉部・体育部から 

『健康づくりウォーキング歩こう会』 

 期日；2 月 19 日（日）9：00  

○地区の懸案事項を初総会で話し合って 

①定住促進対策、人口減に歯止めを・・・ 

若者の住みやすい環境づくりに努め、若

い人たちの意見を自治会運営などに少し

でも取り入れる努力をお願いします。 

次の世代が住まないことには、人口減は

止まりません。 

 ②各自治会高齢部の組織化を・・・ 

昨年より各自治会の高齢部長を選出し

てもらいました。今後も選出し、高齢部の

組織化を進め、着実に進む高齢社会に対応

するため、「いきいきサロン」「筋ちゃん広

場」の取り組みを。 

高齢部が組織化された中和田・下和田両

自治会では、介護予防や見守り活動を目的

とした「筋ちゃん広場」に取り組み成果を

上げています。 

③各自治会で産業部長（生産）の選出を  

下和田自治会以外は各自治会産業部長

（生産部長）を自治会長さんが兼務してい

ます。今後の地域の荒廃農地対策、農業振

興をはかるうえでも体制づくりが急がれ

ます。各自治会より産業部長の選出はでき

ないものでしょうか。 

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。まだ未受診の方、早期発見・

早期治療が元気で長生きできる秘訣です。 

未受診の方には、保健推進員さんより呼

びかけがあります。早めの受診を！ 

1 月の行事予定 
日 曜 行  事 

1 日 ○元旦 

2 月 〇振替休日 

3 火 ヨガクラブ 20：00 

8 日 消防出初式慰労会 16:00 

9 月 ○成人の日 

11 水 脳トレ筋トレ教室 9：30 

13 金 文書発送 

14 土 カラオケ同好会 19：30 

17 火 ヨガクラブ 20：00 

19 木 春野菜栽培講習会 13：30 

20 金 男性料理教室 10：00 

21 土 楽しく子育て教室 10：00 

親子ヨガ 

23 月 生け花同好会 9：00 

26 木 第２回地区専門部長・副部長会 

20:00 

27 金 文書発送 

28 土 カラオケ同好会 19：30 

※空家登録にご理解ご協力を 

 あなたの空家を登録し、地域活性化の

ために役立ててみませんか。受付中です。 

※公民館年末年始閉館のお知らせ 

地区公民館は 12 月 29 日（木）から

平成 29 年１月３日（火）まで閉館いた

します。 

今年も夏祭りなどいろいろなイベン

トがあり充実した一年となりました。 

みなさんは、いかがだったでしょうか。 

今年一年、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

すた。来年も今年同様よろしくお願いし

ます。一緒に和田地区を盛り上げていき

ましょう！！ 

おひさま運動 

お はようの声ひびく 思いやり育てる やさしいまち 

ひ ろげよう読書 感動あふれる 学びのまち 

さ わやかな汗 心と体きたえる 健康なまち 

ま もろう決まり みんなでつくる 安全なまち 
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市議会報告会、昨年に続き開催 

地域課題・合併後の過疎化対策に論議 

  11月 22日に身近な開かれた議会を目指し、
市民の声を聴く機会として日置市議会報告会
が和田地区公民館で開催されました。 

 和田地区では、市政を知る良い機会であるこ
とから、昨年に続き開催ししたものです。 

  当日は、市議の方の議会活動の報告後、意
見交換に入りました。地区からは、３つの地
域課題を提案しました。 
①子育てにやさしい地域づくりのために 
②コミュニティ無線の有効活用について 
③市道瀬谷苙口線の道路法面伐採について 

 

子育ての課題では、「和田児童館の整備や活
用について」「小規模校の不安解消策につい
て」「吹上地域の公共交通の利便性について」 

 小規模校の不安解消策では、集合学習など
で成果を上げている出水市の事例など紹介
し、積極的な取り組みを提案されました。 

「子育てにやさしく、不安のない環境づくりを」            

小山田桃恵さん        高見佳美さん 
コミュニティ無線に関しては、地区公民館

から放送できるようにしてほしいという意見

です。地区公民館から放送できると、警察か
ら地区公民館に連絡された不審者情報などを
すぐに放送することができます。 
また、地区行事の放送も随時できます。 

市道瀬谷苙口線の道路法面伐採につ

いては、市道中央付近まで張り出した

樹木などにより、大型車は中央線をは

み出して通行せざるを得ないため危険

なことから早くから要望しているもの

です。計画的な伐採を提案しました。 

「市道の現場を見て」田中房蔵さん 

その他、会場からは「日置市が推進

するオリーブによる６次産業化につい

て」「合併後、さびれたように感じる吹

上町の活性化について」の意見も出さ

れました。今回も市議の皆さんに地域

の実態、実情を知っていただき、また、

地元を思いよくしてもらうためにいろ

いろな意見が出て良い機会となりまし

た。ご出席いただいた自治会長さんを

はじめ、意見を提案された方、地区民

の方々ありがとうございました。 

今、私たちにできることは何か、次

の世代に誇れる和田地区となるよう

に、一人ひとりできることから少しず

つでも「ずっと住み続けたい地域」 

実現へ向けて。まず、行動を！ 

在鹿和田会総会・懇親会開かる 

ふるさと「和田」、「和田小学校」は、 

心の励み・よりどころに 

永い歴史を持つ在鹿和田会総会が 11 月

26日鹿児島市で開かれました。 

総会には、県内各地から地区出身者が 20

名、県外からも７名の参加がありました。 

和田地区からは、山之内館長、下野副

館長兼主事、地頭所書記会計、内野支援

員、田平教頭先生が出席しました。 

会長の赤塚正三さん（中和田出身）の

あいさつ、山之内館長からは和田の現状、

田平教頭先生からは和田小学校の現状の

紹介がありました。 

 在鹿和田会の皆様には地区運動会や文

化祭にも参加・協力していただき地区と

しても、故郷を愛し、思ってくださるこ

とはとても嬉しく思います。 

 29 年度は、吹上砂丘荘で 11 月 25 日

（土）に開催予定です。地区民の皆さん

の参加をお願いします。 

在鹿和田会総会・懇親会にて  

地域づくりに一役！ありがとうございます。 

 地区公民館玄関に小菊満開；下野勝芳さん作品 

公民館受付窓口を    

飾る上床和子さんの 

手芸作品 

 公民館を利用さ      

れる方々から喜ば

れています。 

あなたの作品も

飾ってみません

か。 

今年も和田にイルミネーション点灯 

   冬の風物詩；上和田清流会の「冬ホタル」                              

 

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/585人 男性/277人 女性/308人 世帯数/304世帯 28.12.1現在 

 


