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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３期地区振興計画ソフト事業の
平成 27 年度振り返り～反省と課題
26 年度「和田未来会議」での話し合いで生
まれた 基本理念「ずっと住み続けたい地域を
目指して」の目標に基づき６分野 11 事業に取

課題①健康づくりへの日常的な取組体

り組んできました。
地区では、その振り返りシートを作成しまし
た。分野ごとに特に反省と課題、次年度へ向け
ての取り組みなど報告します。
重点 1；定住促進（人口減少対策）

制を
例；「筋ちゃん広場」を開設し介護予防と
要支援者の見守り活動の解決に…自治会
高齢部・シニア層の組織化。「いきいきサ
ロン」での市の助成を活用して充実を。

見守り活動・介護予防対策に
急がれるシニア層の組織化

田中城跡頂上を再整備
田中城跡の頂上周辺は、平成 18 年に
中和田自治会の皆さんが頂上からの眺
望が開けるようにと整備をしてくださ

成果①空家・空地の活用では、空家５件、空

重点３;景観形成（きれいな地域づくり）
成果①サポーター倶楽部の設置 地区の

いました。外堀跡の遊歩道もできてい
ました。
その後、雑木が大きくなり、見えな
くなっていました。
1 月 30 日にせっかく整備され外堀跡
の遊歩道の整備と併せて、サポーター
倶楽部の皆さんで作業を行いました。
和田の田んぼが、一望に見渡せるよ

地４件の登録があり、即時に情報を提供でき
た。３件の空家に３世帯６人の方が入居、入居
に当たっては、所有者・地域の方々の協力を得
ることができた。
成果②情報発信のためのホームページの開
設により、問合せが来るようになった。

名所（田中城跡）、集落間などの整備が可
能に。登録者を募集しています。
成果②花苗配布 春と秋の２回配布
課題①サポーター倶楽部の作業は、若い人
たちの負担軽減につながる活動を年間計
画により実施を

うになりました。頂上まで登ってみて
ください。今年の春は、頂上の桜がよ
く見えると思います。
なお、サポーター倶楽部では、2 月
27 日には、桜の植栽も行う予定です。
今後、和田地区の名所になるように

課題①田舎指向の高まりか、もっと和田地区
の良さを地区の方々が誇り、自信を持ちＰＲす

課題②花苗は、大きい苗を配布すべきでは

少しづつ整備していく計画です。

ることが大切ではないか。
課題②空家の登録に協力のお願いを、地区外
の方に登録のすすめを、知らない人が多い。
課題③将来貸す見込みのある空家の管理を
地区でできないか。

重点４；地域文化創出（夏祭り・文化祭）
成果①夏祭り、文化祭とも充実できた。
課題①夏祭りは帰省客の出番を
課題②文化祭に成人男子（シニア層）の参
加が少ない。出番を、参加促進対策を

空家の登録促進を、問い合わせは多い

重点２；健康（安心して、元気で長生きを）
成果①健康セミナーの開催。働き盛りの男子
壮年層の参加ができた。今後、継続を。
成果②ウォーキングマップ、距離標識の設置
成果③高齢者・障がい者見守りマップを作成

重点５；産業の振興（地域特産物の創出）
成果・課題は産業部長の報告と同じですの
で割愛します。
以上の振り返りを参考に 28 年度のソフト
事業計画を立てます。ご期待ください。

ホール・イン・ワン！

春のグラウン ドゴルフ大会
は、
3 月 13 日（日）午前 9 時開会
場所；和田小学校校庭
参加希望の方は、
3 月 5 日までに自治会体育部長へ

３月の行事予定
日 曜
行 事
1 火 ヨガクラブ 20:00～
3 木 春野菜栽培講習会 13:30～
（県農業開発センター）
4 金 保健福祉部会 20:00～
8 火 食育サークル 9:30～
９ 水 脳トレ・筋トレ 9:30
10 木 第 4 回地区公民館運営委員会
20:00～
11

金

婦人学級閉級式 20:00～

12 土 カラオケ 19:30～
13 日 地区グラウンドゴルフ（和田小）
9:00～12:00
15 火 ヨガクラブ 20:00～
18 金 男性料理教室 10:00～
21 月 ○春分の日
24 木 和田小学校卒業式
26 土 会計監査、カラオケ 19:30～
28 月 和田小ＰＴＡ・地区合同送別会
18:30～
生け花 9：00～

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/
作業を終えて、見晴らしも良くなり
地区出身の皆さんにもアドレスを教え
てね。
ました。春が楽しみ！
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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

健康づくり「ウォーキングマップ」
看板を設置
ずっと住み続けたい地域は、元気で暮らせる
地域、環境があることです。

1 月 26 日に専門部長・副部長会を開
催し 27 年度の各部の活動を報告し、28
年度への取り組みや、27 年度のソフト
事業の反省についても話し合いました。

坂口美喜代婦人部長；
地区公民館清掃は各自治会ごとに毎
月行っている。苙岡自治会が２班で行っ
ているが、部員も少なくなってきており
１班にしてもらいたい。（この件は、現
在、館庭が舗装され、花壇も少なくなっ

その目的達成のために、今年のソフト事業とし
て、ウオーキングマップ看板、標識を作成しま
した。マップのデザイン原案は、今村衣里さん
（上和田）が考案してくださいました。
看板は、地区公民館前に建てられ、地域の案
内板も兼ねてあります。
距離表示は、500ｍ毎にあり、標識も建てま
した。かねて歩く時も目標を持って歩けば，歩

坂口和人総務教養部長；
各行事は計画通り実施できた。地区文
化祭への参加者を増やすことが課題。
田中政司産業部長；
地域特産物としてスナップエンドウ
に取り組んだ。産業部として初めて園芸
講習会を開いた。
課題として講習会への参加者を促進

てきていること。また、支援員や主任が
配置され前より日常の管理が行き届い
ているため、１班で行う方向で決まりま
した。）
有馬体育部長；
グラウンドゴルフ大会が雨のため３
月に行う。ほかの行事は、計画通り実施
できた。ソフト事業でウォーキングマッ

し、まずは菜園畑などの小面積からすす
め、野菜づくりの楽しさをわかってもら
いたい。
上床耕造高齢部長；
70 歳前後の方の加入が少なく、年々
高齢化が進み活動できる人が少なくな
ってきている。
和田地区も高齢社会になってきてお

プ看板を作成。
井上真由美青少年育成部長；
子ども会活動の目的を育成者の方々
よく理解していないのでは。
「心の教育推進協議会」は、対象とな
る保護者の参加が少なかった。小学校か
ら高校までの先生方の話が一緒に聞け
る良い機会なので、参加できる体制を。

り、対象者は多いが、入ってもらえない。
高齢者教室は、健康・介護について学
んだり、仲間づくりにより教室に参加す
ることが介護予防につながることにな
る。ソフト事業などを使って、高齢部組
織の再構築を図ってもらいたい。
今村昇作青壮年部長；
夏祭りがソフト事業により、盛り上がっ

櫨木洋子保健福祉部副部長；
初めて取り組んだ「健康づくりセミナ
ー」は、働き盛りの青壮年男子の参加が
ありよかった。開催時期を検討する必要
がある。
いきいきサロンを各自治会で取組ん
でよかった。市の助成事業を活用して、
定期的に取り組んでもらいたい。

た。もっと工夫し、盛り上げていきたい。
サルスベリなどの手入れも行った。

そのためにも、各自治会高齢部があると
実施しやすいので、組織化が急がれる。

元気で長生きを目標に

地区専門部長・副部長会の報告

中村先生の指導；『歩く時は、かかとから親指を
意識してつく。腕を前後に振り、肩甲骨を動かす』

く励みにもなりますし、歩く効果も違うそうで
す。意識して少しづづでも歩きましょう。
2 月 21 日に看板の除幕式、健康づくりウォー
キング「歩こう会」を全自治会より 65 人の参
加があり盛大に開催されました。

全自治会から参加、春の息吹を感じてスタート

ウォキングマップ看板の除幕式

「体に良い歩き方」の講習会も開催
今回は、ＧＥＮＫ企画の中村先生を講師に
「体に良い歩き方」について学びました。

田中城跡頂上からの眺望を楽しみました

（ソフト事業の反省・課題、3 月行事は裏面へ）

