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[地域の話題] 

第１０回下和田蕎麦祭り 開催 

下和田自治会で長年続いている 1 年の収穫

を祝うそば祭りが 12月 20日開催されました。 

和田地区の田んぼで収穫された蕎麦を食べな

がらの忘年会でした。 

当日は、朝早くから青壮年の方々がそばを打

ち、婦人部の皆さんがつゆやおにぎりを作りま

した。本当に手作りと思うぐらいとっても美味

しそうなそばに仕上がっていました。 

  蕎麦祭りは、今年で 10回を数えています。 

第 1回目は、平成 17年のソバコンバインの導

入を祝い、地区公民館で開催し、2回目以降は

下和田公民館で開催して来ています。 

会には宮路市長はじめ行政・農協の関係者も

参加され、1年の収穫を祝い、次年度への反省

会の場、地区民交流の場として盛大に開催され

ています。会費は 500 円です。どなたでも参

加できるそうです。 

今年の蕎麦作付面積は、15ｈａで 19ｔの収

穫、天候に恵まれ、きれいな蕎麦ができました。  

   

そば粉は、ひまわり館でも販売していま

す。お買い求めください。  

蕎麦祭りは、ホームページでも紹介され

ています。「下和田そば祭り」で検索でき

ますよ。 

特定健診 受けましたか？ 

  元気で長生きするには・・・・。早期

発見、早期治療、病気は軽いうちに治し

ましょう。 

  27年度の特定健診受診率の 12月 28日

現在での受診状況が発表されました。 

和田地区内の状況は、苙口 45.45％、瀬

谷 33.33％。助代 75％、上和田 50％、中

和田 58.62％、下和田 60％、苙岡 60％と

なっています。市 53.26％、吹上地域では

56.33％です。 まだ、受診されていない

方は、早めの受診を、元気で長生きするた

めの第一歩を踏み出しましょう。 

 

 歩こう会は、２月２１日(日)９：００  

 「体に良い歩き方」の講習会も開催 
  体育部、保健福祉部で主管します歩こ

う会を 2月 21日に和田地区公民館、和田

小学校で開催します。 

  当日は、９時に開会、ウォーキングマ

ップの除幕式、ウォーキング講習会「体

に良い歩き方」の後、地区内の史跡を巡

りながらの歩こう会を予定しています。 

  飲み物、参加賞として蛍光タスキを準

備します。参加希望の方は、各自治会体

育部長まで 

 

  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？ 
  

和田未来会議の話し合いに基づきス

タートした第 3期地区振興計画 1年目、

27 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。 

地区が目指す、「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。 

ソフト事業で、新規にいくつかの事業

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。 

２月は、各自治会で初総会が予定され

ています。地域の課題について、ソフト

事業で行いたいものがあれば、自治会長

さんを通じて提案してください。 

定住促進対策の空き家・空き地活用事

業では、空き家の登録の促進、掘り起し。 

今、貸すことは無理でも将来貸しても

良いとお考えの空き家の管理などを地

域でできないかを検討中です。 

空き家も定期的に管理をすることで

良好な状態を保てます。空き家管理にお

困りの方、地区公民館へご相談を 

  空き家・空き地は貴重な地域の財産

です。活かして地域活性化に役立てま

しょう。空き家登録募集中です。 

 インフルエンザ流行のシーズン 

今年は暖冬の影響で、今まで比較的暖

かい日が続いていましたが、このところ

急に寒い日が多くなっています。 

“ マスクの使用、うがい、手洗い、防

寒対策 ”など予防措置を実行して、

体調の維持管理に十分気を付けて健康

な毎日を過ごすよう心掛けましょう。 

 

２月の行事予定 
日 曜 行  事 

2 火 ヨガクラブ 20：00～ 

6 土 吹上地域生涯学習大会 9：30～ 

(婦人学級生参加) 

9 火 食育サークル 9:30～ 

10 水 脳トレ・筋トレ講座 9：30～11：30 

11 木 ○建国記念の日 

12 火 文書発送 

13 土 わだっこサークル 10：00～ 

15 月 体育部会 20：30～ 

16 火 ヨガクラブ 20：00～ 

19 金 男性料理教室 10：00～ 

21 日 地区歩こう会 9：00～ 

22 月 

 

高齢者学級閉級式 9：30～ 

生け花 9：00～ 

23 火 第 6回役員会 20:00～ 

26 金 文書発送 

27 土 カラオケ 19：30 

和田地区公民館ホームページ、スマホ

で見れます。 

http://wada.jpn.org/ 

地区出身の皆さんにもアドレスを教え

てね。 

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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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、地区公民活動に対し地区民の皆様

の多大なご理解ご協力を賜り心よりお礼申し

あげます。今年もよろしくお願いします。 

  平成 27年度は、第 3期地区振興計画のスタ

ートの年でありました。 

地区のテーマ『ずっと住み続けたい地域を目指

して』の実現に向けて取り組んできました。 

  地域として最重要課題であります人口減少

問題への取り組み、定住促進対策「空き家・空

き地対策」事業では、3件の空き家が解消し、

6名の和田地区への定住が実現しました。 

貴重な財産である空き家を貸してくださった

方、空き家の片づけやリフォームに尽力してい

ただいた役員・自治会の方々、地域の思い、力

が 3件の空き家解消につながったと思います。 

 

「あきらめずに ハードワークに」 

これはなでしこ日本代表 澤選手の言葉です。 

 全国、過疎に悩む地域は多いです。しかし、 

地域づくりに積極的に取り組んでいるところ

は若者が住み、活気のある地域も存在します。 

 和田地区は、鹿児島市内へも車で 30 分～40

分、学校、医療機関にも恵まれています。 

 今一度、和田地区の良さを見直し、ＰＲし、 

新しい時代に対応した地域づくりが求められ

ています。 時代に合わせて、今こそ地域も変

わる勇気を持ちましょう！ 

過疎の壁は高いです。でも、あきらめずに積

極的に『ずっと住み続けたい地域実現』を目指

して共に取り組んでいきましょう。 

 

平成２８年消防出初式開かる 

 下園秀志さん、窪園雅俊さん、 

堀明人さん永年勤続表彰の栄に 
  新年を飾ります消防出初式が 1月 10日 

吹上町中央公民館で開催されました。 

当日は、伊作本町通りでのパレードの後、

観閲、小隊訓練、放水訓練などが行われま

した。 

 今回、和田分団員の窪園雅俊さん（下和

田自治会）が 15 年勤続表彰、堀明人さん

（下和田自治会）が 10 年勤続表彰を受け

られました。 

また、吹上方面団長の下園秀志さん（苙岡

自治会）は、35 年勤続による消防庁長官

表彰を受けられました。 

  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。 

  和田分団は、下野和博分団長以下 13人

で構成され、地区民の皆さんの安心安全

の確保のために、自分の仕事を持ちなが

ら活動していただいています。 

昨年は、火災もなく平穏な年でした。た

だ、台風 15号での倒木被害が多く、主要

道路の復旧には、いち早く消防団の方々が

出動し倒木を除去し早期に復旧できまし

たことは消防団の機動力のおかげでした。 

地区としても消防団の皆さんが活動し

やすい環境づくりのために支援していき

たいと思います。地域の方々の消防団活動

へのご理解、ご協力をお願いします。  

下野団長は、今年は操法大会の年でもあ

り、頑張っていきたいと意気込みを話され

ました。 

 新入団員として、上和田自治会の宇治野

優平さん（上和田自治会）が紹介されまし

た。 

 [和田分団員紹介（敬称略）]  

団長：下野和博 部長：下窪幸治  

班長：福添良広、窪園雅俊、 

団員：榊満博、下園生晃、下園忠征、 

坂口宏、堀明人、下園宏昭、井上建三、 

高見敬三、出口正悟、宇治野優平       

 

 
下園秀志吹上方面団長の挨拶 

「住民の安心・安全の確保に全力を」 

 

下野和博分団長の挨拶 

「操法大会へ向けて頑張ります」 

 

農業開発総合センター圃場で 

初めての現地検討会開催 

  
  地区産業部主催の春・夏野菜の栽培講

習会が、1 月 14 日、県農業開発総合セ

ンターで開催されました。農業大学校と

共に和田地区にありながら、参加者のほ

とんどが初めて来てみたという方々で

した。 

  今回は、地区で取組んでいます春どり

のスナップエンドウの作付技術につい

て学びました。 

中島研究専門員の実地を交えた指導は、

初めて家庭菜園に取り組もうとしてい

る方にもわかりやすい説明でした。 

和田地区は、試験場の圃場と同じ気象条

件でもあり、いつでも見に来て学んでも

らいたいとのことでした。 

 次は、3月上旬を予定しています。 

 

 わかりやすい中島研究専門員の説明に 

納得！：総合開発センター圃場にて 

（2月の行事予定は、裏面へ） 

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 



 


