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【年末年始の自治会伝統行事トピックス】 

第 13回下和田蕎麦まつり開催 

 12月 23日（日）に下和田自治会で恒例の「蕎

麦まつり」が行われました。青壮年部を中心に

婦人部・和田地区の蕎麦部会の方々も協力して

準備がなされ盛大に行われました。 

当日は、宮路市長はじめ市や農協関係者など

多くの来賓の方々も出席され青壮年部や婦人部

の皆さんの取り組みに感心していました。 

今年の収穫は、天候の影響などによりあまり

良くなかったようですが、来年の豊作への祈り

を込めて祭りは盛り上がりました。地域の方々

が楽しみにしている行事となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域の輪づくりに一役「ハーモニカ演奏＆青壮年の踊り」 

 今年も良い年でありますように 

  各自治会で拝賀式、新年会開かる 

平成最後の元旦に助代・上和田・中和田・下

和田の 4自治会が拝賀式と新年会、6日には苙口

自治会が初会と新年会、13日には瀬谷自治会で

新年会が開かれました。 

新年にかける抱負・希望をもちながら、今年

１年元気に仲よくすごせるようにお祝いし、親

睦を深めました。 

鬼火焚き開催 

～無病息災・五穀豊穣～ 

1 月 13 日（日）上和田・下和田自治会

で鬼火焚きが開催されました。 

下和田自治会では朝早くから青壮年

部のみなさんが大きな櫓を組み鬼火焚

きに向けて準備をしました。子ども会

や婦人部の方々は美味しいぜんざいや

焼きそばなどを作って、参加された

方々に振る舞っていました。 

 

 

 

 

 

 

 
年男女・厄年の男女で櫓に点火（下和田） 

鬼火焚きは、竹が勢 

いよくはじける音で 

鬼（厄・災難・病気） 

を退治するといわれ 

ており、昨年お世話 

になった門松やお札 

やお守りも一緒に焼 

き災難が無かったこ 

とに感謝するともい 

われています。また 

田んぼで行い今年の 

五穀豊穣を願うとも 

いわれています。 

 祝：第 32 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 27 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７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、６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。 

 

県下一周駅伝を応援し地区グラウン

ドゴルフ大会に参加しよう 

2 月 17 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。 

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。各地区代表選手に声援を！ 

グラウンドゴルフ大会に参加ご希望の

方は、各自治会の体育部長さんへ 

2 月 10 日（日）までに申し込みください。 

２月の行事予定 
 

日 曜 行  事 

2 土 公民館講座合同閉講式・女性大

会（吹上中央公民館） 9：00 

5 火 やさしい園芸教室 10：00 

ヨガクラブ 20：00 

7 木 総務教養部会；第 4 期地区振興

計画ソフト事業（31年度）予算

（案）検討会 20：00 

8 金 文書発送 

9 土 サポーター倶楽部作業 8：00 

フラダンス教室 13：30 

カラオケ 19：30 

11 月 ○建国記念日 

たのしいハーモニカ教室 10：00 

16 土 吹上地域ふれあい文化財めぐり

歩こう会（永吉地区 8：30～受付） 

17 日 県下一周駅伝吹上通過 9：20頃 

和田地区グラウンドゴルフ大会 

（駅伝応援終了後） 

19 火 高齢者学級閉級式 10：00 

ヨガクラブ 20：00 

22 金 文書発送 

23 土 カラオケ 19：30 

25 月 生け花同好会 9：00 

26 火 市民税申告 8：00～12：00 

にこにこ健康体操 13：30 

◎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。 

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 

勢いよく燃えます 

（上和田） 
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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、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。 

平成の世が終わり、５月には新年号が始ま

ります。節目の年です。より良い和田地区を

築くために新たな第１歩を踏み出しましょ

う。 

 「一人ひとりが、健康で長生きできる」こと

「若者が住み子どもの声が聞こえる地域」 

「ずっと住み続けたいまち」 

これは和田未来会議で出された和田地区の 

10年後の姿です。この理想の姿に向かって 

 この姿を実現するために地区民の皆さん一人

ひとりがご自分の目標としてとらえ共に取り

組んでいきましょう。 

  あせらず、あわてず、あきらめず 

  昨年８月に「地域再発見」をテーマにふる

さと探検隊を行いました。和田地区には良い

ところがたくさんあります。地域の良いとこ

ろは伸ばし、改善すべきところは勇気を持っ

て変えていきましょう。 

 さっそく、中和田・上和田地区の圃場整備地

区の皆さんは、探検隊で提起された水田用水

路のパイプライン化に向けての検討を始めま

した。少子・高齢・過疎化を嘆いていては始

まりません。子や孫の世代に希望の持てる地

域とするために あせらず、あわてず、あき

らめずに取り組んでいきましょう。 

平成 31 年消防出初式開かる 

下園秀志さん、日本消防協会 

「功績章」を表彰されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
福添副分団長「和田の安全に努めていきます」 

  消防出初式が 1 月 6 日、東市来地域

で開催されました。当日は、分列行進

や規律訓練を披露。そのご放水訓練・

救助訓練など日頃の訓練の成果を披露

しました。 

団員の永年の苦労や功績を称える表

彰式では、昨年退団された下窪幸治さ

ん（下和田自治会）が 25 年以上勤続退

団者として感謝状、下野和博さん（下

和田自治会）下窪幸治さんが消防庁長

官退職報償銀杯授与「1 号報償」（25 年

以上）下園生晃さん（中和田自治会）

が消防庁長官退職報償銀杯授与「2 号報

償」（15 年以上）を受けられました。 

永年の活動ご苦労様でした。 

  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（和田地区）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。 

 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。 

今年も大きな災害等がない事を祈りなが

ら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支援していきた

いと思います。 

また、来年 2 月には新しい和田分団消

防車庫が完成予定です。和田分団は、平

鹿倉と和田地区が一緒になり活動してい

ます。範囲は広くなりますが、両地区の

皆さんと協力し円滑な消防団活動ができ

るように取り組んでいきたいと思いま

す。今年も新入団員として、堀ノ口尚遠

さん（上和田自治会）が加入してくださ

いました。 

【和田分団（和田地区関係団員紹介敬称略）】 

副分団長；福添良広 部長；榊満博 

班長；下園忠征、坂口宏、 団員；窪園

雅俊、堀明人、高見敬三、出口正悟、 

宇治野優平、田中宏和、堀ノ口尚遠 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀ノ口さん「地域貢献できるよう頑張ります」 

特定健診受診で財布にやさしく  

  平成 30 年 12 月末の特定健診の受診率 

は、吹上地域は 55.02％、和田地区は

58.39％となりました。特定健診を受ける

ことにより、自分の健康状態を把握でき、

健康意識の向上が見られます。早期発見

により早期治療が受けられることによ

り、医療費も低く抑えることができるよ

うになります。（下記の表参照） 

健診受けた方と未受診者の医療費の比較 

病名 未受診者 受診者 差額 

高血圧 901,065 407,699 493,366 

脂質異常症 904,065 297,755 606,310 

糖尿病 1,123,984 355,586 768,398 

（医療費は１年間に掛かる費用になります。） 

また、生活習慣病にかかる危険性が高い

と判定された方には、保健師・管理栄養士

などが健診結果をもとに支援してくれる

ので安心です。 

『特定健診 今が大事です。 

ちょっしもたでは済まされない！』 

受診率の低下している自治会が心配 

自治会 
受 診 

対象者 
受診者 

受診率 

30 年 12

月末 

受診率 

29年 12 

月末 

苙口 11 6 54.55 41.67 

瀬谷 5 0   0 20.00 

助代 8 7 87.50 87.50 

上和田 19 9 47.37 62.50 

中和田 28 17 60.71 62.07 

下和田 28 18 64.29 64.29 

苙岡 38 23 60.53 55.81 

現在、治療中の方は病院から市役所に情報

提供してもらいましょう。 

（２月の行事予定は、裏面へ） 

 

第４期地区振興計画（30年度～32年度） 

地区のテーマ；『ずっと住み続けたい地域を目指して』 

 三世代 仲良く、住んで良し 学んで良し、 

和田地区・和田小学校 

和田地区人口：総人口/536人 男性/256人 女性/280人 世帯数/289世帯 31.1.1現在 

 


