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市民駅伝競走大会 和田地区を快走！！
Ａチーム第 4 位、Ｂチーム第 10 位
榊 拓士選手 1 区を新記録で区間賞！
第 54 回吹上地域市民駅伝競走大会は、11
月 13 日に南回りコースで、13 チームが出場し
開催されました。和田地区からは、２チーム
出場し、地元和田地区を３位で通過しました。
小・中・高校生、一般の頑張りもありＡチー
ムは第４位、Ｂチームは第 10 位の成績を収め
ることができました。特に、小・中学生の活
躍は、来年へつながる大会となりました。
小学 6 年生の榊拓士選手は、昨年区間 2 位の
雪辱なり区間賞・区間新記録に輝きました。
また、小・中・高生で５回出場の下駿選手、
井上豪選手、福添知軌選手選手、兄弟姉妹３
名以上出場の下園晃洋・葉留奈・美月生選手
が特別表彰されました。
今大会は南回りコースということもあり、
沿道には地区民の方々のたくさんの応援がり
ました。これもまた、選手の活力となったに
違いありません。たくさんのご声援ありがと
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はようの声ひびく 思いやり育てる
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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

祝；危険業務従事者叙勲

やさしいまち

ひまわり館 年末大感謝祭は、
12 月 23 日（祝日）９時スタート
ぜんざいのふるまい（先着 100 名）
大抽選会、ミカン・野菜のつめ放題など
お楽しみに！
ひまわり館では、一人でも多くの出荷者
を募集しています。少量でも大歓迎、集荷
もいたします。 お問合せ ☎296－2519

勲章を手に喜びの櫨木忍さん

田中晶子さん手作り応援幕で熱が入ります

第 27 回危険業務従事者叙勲が発表され
ました。これは、警察官や自衛官、消防吏
員等危険性の高い公務業務に従事された
方を対象に叙勲されるものです。永年自衛
隊員として勤務された苙岡自治会の櫨木
忍さんが防衛功労者として瑞宝単光章を
叙勲されました。おめでとうございます。

祝；全国高校サッカー選手権大会出場
決まる

3 区浜畑春菜選手から 4 区山之内大作選手へ

うございました。
なお、反省会では、今年の出場を逃した補
欠の選手や区間賞を逃した選手からは、早く
も来年に向けて練習に頑張りたいなどと力強
い抱負が聞かれました。
大会参加にあたり、練習・試走とご協力を
いただきました地区役員、各自治会長さん、
体育部、婦人部の皆さんには重ねてお礼申し
上げます。事故なく大会を無事終了できたこ 10 区 下野駿選手 1 区 新記録で区間賞
とに嬉しく思います。
Ａ・４位でゴール
榊拓士選手

14 番大脇瑞城選手（鹿児島城西高校 2 年）

あなたの空家を地域の活性化に
活かして、ご協力を
空き家登録募集中
地区内には、十分住める空家がありま
す。空き家登録し、一人でも多くの和田
地区への定住を促進し地域の活性化に
活かしてみませんか。

1２月の行事予定
日 曜
行 事
1 木 第３回地区公民館運営委員会
20:00
6 火 ヨガクラブ 20：00
8 木 総務教養部会 18：30
9 金 文書発送
10 土 カラオケ同好会 19:30
14 水 脳トレ・筋トレ講座 9:30～11：30
16 金 文書発送
男性料理教室 10：00
20 火 ヨガクラブ 20：00
23 金 ○天皇誕生日
26 月 生け花同好会 9:00
28 水 館内すす払い、迎春準備
仕事納め

12 月 30 日から開催される第 95 回全国
高校サッカー選手権大会の鹿児島県大会
決勝戦が 11 月６日行われ、鹿児島城西高
校が３年連続７度目の優勝をしました。
下和田自治会の大脇端城選手もメンバー
として出場し活躍、全国大会の切符を手に ※いよいよ師走、せわしい年末を迎えま
しました。全国大会頑張ってください。
す。交通事故など気をつけましょう。
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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/586 人

男性/278 人

世帯数/304 世帯

28.11.1 現在

高齢者学級研修視察 ｉｎ 鹿児島市

地区文化祭 盛大に開催

10 月 19 日、高齢者学級の研修視察とし
て鹿児島市の『奄美の里』と『セイカ食品』
へ参加者 17 名のもと行いました。
『奄美の里』では奄美の奄美風庭園を見

第 24 回和田地区文化祭が、11 月 20 日（日）
に開催されました。
当日は、曇り空となりましたが朝 10 時から即
売会、展示発表がスタート。即売会では、産
業部の地元農産物、ひまわりグループの手作
り加工品、上和田清流会のしんこ団子、下和
田青壮年部の焼き芋、県立農業大学校の野菜、
花など多数、出品・即売されました。
同時に、和田小学校のＰＴＡのみなさんに
よるカレーの振る舞いも始まり、とても美味
しいカレーだと大好評でした。

女性/308 人

即売会：大盛況！「好評 ふくれ菓子」

和田小ＰＴＡ：カレー完売しました☆

午後からは、舞台発表と題しオープニング
に和田小学校児童による『ひまわり竹太鼓』
に作文の朗読と続きました。

学し、珍しい植物や極採色鮮やかな花々を
観賞しました。大島紬を製造している工場
を見学し、改めて大島紬の美しさ高級さに
感心しました。

昔の奄美の庭園の説明を聞きました

♪吹奏楽団♬の演奏を楽しむ
招聘演奏では、吹上高校卒業生の方を中心
に結成されている地元の吹奏楽団「吹上ウィ
ンド・ユーザーズ」をお招きして吹奏楽団の
素敵な演奏に聞き入りました。
舞台発表では、幼児・わだっ子サークルに
よるかわいいおゆうぎ、マレーシアダンス、
児童クラブ、中学生、一般の方々の舞踊、ハ
ーモニカ演奏、カラオケ、フィナーレは来場
者のみなさんとの合唱にと大いに盛り上がり
ご来場いただいた方々からも楽しかったとい
う声を聞くことができました。
ご協力いただきました、和田小学校をはじめ
出品者や出演者、出店者、役員関係者のみな
さんありがとうございました。

吹上ウィンド・ユーザーズの演奏♫

作品展示：すばらしい作品が並びました

『セイカ食品』では、銘菓ボンタンアメ
の製造過程とアイスの製造過程の説明、見
学を受けました。工場見学も出来、とても
良い機会となりました。帰りにはお土産の
兵六餅とアイスをいただき大満足の研修
視察となりました。

和田児童クラブ：博多人形夢の舞

フィナーレは上床耕造さんのハーモニカ演奏
にのせて和田小校歌を来場者全員合唱！！

※各演目や展示・即売会等の文化祭の様子はホームページにも掲載してあります。
ご覧ください！！

工場の説明を真剣に聞いてました

（裏面に続きます。１２月の行事予定表も）

