公民館だより

和
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第 23 回和田地区文化祭は
11 月 22 日（日）10 時開催
オープニング『ひまわり竹太鼓』など
舞台発表は 12 時 40 分スタート
第 23 回地区文化祭は、11 月 22 日（日）に
開催されます。
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ろげよう読書 感動あふれる 学びのまち
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さ
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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

11 月 15 日開催；市民駅伝大会へ向け
練習開始 練習会へのご協力を
体育部として、大きな行事であります市
民駅伝大会へ向けて練習が始まりました。
小学生から一般まで、選手の皆さん練習に

和田を盛り上げたい、若者たち集う
ここ数年、夏祭りや地区運動会などで、
若い人たちをよく見かけると思います。
鹿児島市内や近隣の町に住んでいる子ど

頑張っています。練習は、夕方になります。 もたちが、帰って参加してくれています。
今年は、これまでのオープニングなど舞台発表 安全走行に注意していますが、地域の皆さ 在鹿和田会の方々をはじめ故郷に対する
が 12 時 40 分開会となりました。午前 10 時か んも選手を見かけたら徐行と応援をよろし 思いは、どの世代も変わらないのですね。
らの県立農業大学校や地元野菜などの即売会 くお願いします。
10 月 17 日、この若者たちが、地区公民
や和田小ＰＴＡの方々のバザーをゆっくり楽
館で今後の活動について、話し合いを持
しめる日程となりました。
ちました。どんなアイデアが飛び出すか
和田地区初のマンドリンアンサンブル
来年のソフト事業が楽しみですね。
生の演奏をお楽しみください
11 月 17 日（火）午後 7 時
例年の講演に代わり、鹿児島市内で長年活動
和田地区公民館で市議会報告会開催
している「鹿児島マザーズマンドリンアンサン
市議会では、身近な開かれた議会を目
ブル」の方 13 名を招いて、マンドリンアンサ
指し、市民の声を聴く機会として議会報
ンブルの演奏会も計画しました。
告会を開きます。
ＰＴＡバザーにご協力を、食券割引あり
特に和田地区は、日置市でも南の端に
今年は、ＰＴＡバザーへの協力し、来場者へ
あり、域振興をはじめ合併後は地理的に
の特典としてバザー食券補助を行います。
も不利な条件におかれています。
150 食を準備しますのでお早めにお求めくださ
駅伝練習開始：１Ｋタイムトライアル挑戦
地域実情をお伝えする良い機会です。
い。なお、食券の割引券は、当日の体育館受付 松枝未代選手（苙岡自治会出身）
どなたでも参加できます。
でお受け取りください。
また、文化祭展示出品者や舞台発表、役員の
方々への謝礼の記念品は、当日の即売で使える
商品券を発行することにしました。
野菜など即売品の出店にご協力ください。
なお、舞台発表・展示作品の出品申し込みは、
10 月 30 日まで、即売品など出店申し込みは 11
月 16 日まで。ふるって申し込みを！
文化の力で地域おこしを！
文化祭の詳しいプログラム案内は、
11 月 13 日の文書発送でお届けします。

鹿銀女子陸上部で全国大会を目指す！
和田小出身の松枝未代選手は、鹿銀女子
陸上部に所属し、10 月 25 日福岡で開催の
西日本地区の実業団駅伝競走大会に出場
し、全国大会出場を目指します。松枝選手
も市民駅伝練習に頑張り、大会では区間賞
を獲得するなど活躍してきました。兄の松
枝翔選手も三菱重工長崎の中堅選手として
全国大会に出場しています。二人の活躍は
後輩の励みであり、郷土の誇りです。
声援を送りましょう。

11 月の行事予定
日 曜
行 事
2 月 第２３回地区文化祭第２回実行
委員会、プログラム検討会
20:00～
3 火 ヨガクラブ 20：00～
6 金 婦人学級「文化祭出品作品制
作」19:30
後期「心の教育」推進協議会
準備委員会

日
10
11
13

曜
行 事
火 食育サークル 10:30～
水 脳トレ・筋トレ講座 9:30～11:30
金 文書発送 第２３回地区文化祭
プログラム配布
14 土 カラオケ 19:30
15 日 第５３回吹上地域市民駅伝競走
大会（北回り）
16 月 第５回役員会
17 火 市議会報告会 19：00
第２３回地区文化祭展示部会・
販売部会 20：30
ヨガクラブ 20：00～
18 水 高齢者学級「秋祭り/読書祭り」
和田小
20 金 男性料理教室 10:00～
21 土 子育て講座 10：00
地区文化祭会場設営 8:30～
22 日 第２３回和田地区文化祭
即売展示 10:00 舞台発表 12：
40
23 月 祝 勤労感謝の日
生け花 9：00
27 金 吹上地域地区公民館連絡協議
会研修会
文書発送
28 土 在鹿和田会総会
カラオケ 19:30
29 日 ４地域合同グラウンドゴルフ
和田地区公民館ホームページ見てますか
ご意見をお寄せください。
公民館図書室で自由に閲覧できますよ！
http://wada.jpn.org/
地区出身の皆さんにもアドレスを教えて
ね。
「地区公民館だより」も掲載されてい
ます。
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吹上地域市民運動会

第３位入賞

産業部；春野菜栽培講習会開く

人気作目、「スナップエンドウ」
隔年開催の第 46 回吹上地域市民運動会
４～５月どりに挑戦

和田小学校・地区合同秋季大運動会
盛大に開催
下和田自治会 総合優勝
和田小学校・地区公民館合同秋季大運動会が
９月 27 日秋晴れの下、盛大に開催されました。
苙口自治会初参加
当日は、小学生の入場行進に続き、各自治会、
在鹿和田会の方や地区外在住の地区出身の多く
の方々が開会式に参加してくださいました。
特に、今年から苙口自治会の皆さんも瀬谷自治会
との合同チームで出場されました。
幼児のかけっこやゆうぎには、ひまわり団地や
地区出身者の子・孫さんの多くの参加があり、お

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

ゆうぎ「おひさまとダンス」

は、10 月 11 日 吹上浜公園陸上競技場で
産業部では、10 月 13 日に第２回目の栽
開催されました。
培講習会を開催しました。
和田地区は、体育部を中心に選手の選考
今回は、10 月から 12 月にかけて種まき
を行い出場しました。前回に続き優勝をと を行い、春にとれる豆類を中心に実施。
臨み、第３位入賞と好成績を上げることが
吹上支所産業建設課の内田先生の指導
できました。
のほか、農業開発総合センター園芸作物部
総合リレーでは、小・中・高生の若い力も の中島先生も来られ、センターでの栽培試
あり第２位と健闘しました。
験の結果をもとに最適なスナップエンド
ウの種まきの時期など指導されました。
スナップエンドウは、調理が簡単で市場
人気の高い作物であることから、今年、和

じいちゃん、おばあちゃんたちとの和やかなシー
ンも見られました。
小学生全児童の応援合戦やダンス「ロックソー
ラン」は、1 年生から 6 年生までの息の合った演
技に地区民の皆さんも感動していました。
自治会対抗は、総合優勝 下和田自治会、第 2
位 助代自治会、第 3 位 中和田自治会でした。
和田小児童のダンス「ロックソーラン」

選手宣誓：大迫希一郎選手（中和田自治会）

田地区でも 3 名の方が取組み、すでに早植
えの収穫が始まっています。ひまわり館に
も出ています。皮ごと食べられますよ！
種まきの最適期は、11 月下旬～12 月上旬
春どりのスナップエンドウは、家庭菜園
感覚で栽培できます。農業開発総合センタ
ーでの実証結果では、種まきの最適期は
11 月下旬から 12 月上旬の頃だそうです。
収穫は、４月～5 月にかけて取れます。
植付・管理は、早植え栽培と同じですの
で、展示圃場（下野政宏商店前農道沿い）
をご覧ください。
家庭菜園は、高齢者の生きがいづくり
や介護予防にも効果があり注目されてい
ます。少しずつでも挑戦してみませんか。
栽培方法など詳しくは、吹上支所産業建

応援団旗を囲んで元気な選手宣誓

婦人部皆さんのマスゲーム「鹿児島パラダイス」

ムカデ競走：追い込み見事第 2 位

設課（296-2114）、ＪＡさつま日置吹上支
所（296-3111）へ
（裏面に続きます。11 月の行事予定表も）

