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ひ
さ
ま

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

やさしいまち

1 月 26 日に専門部長・副部長会を開催し
平成 28 年度の各部の活動を報告し、29 年度
への取り組みや、28 年度のソフト事業の反省

駅伝・消防出初式慰労会は婦人部のみ
なさんの協力のもと無事終わりまし
た。
橋口満洋体育部長；各種行事は、計
画通り実施できた。

2 件の空家に 2 世帯 2 人の方が入居、入居
夏祭りで披露できた（踊り子募集中！）
に当たっては、所有者・地域の方々の協
課題①夏祭りに帰省客の出番を促す。
力を得ることができた。
課題②文化祭の出演者幅広く推進を
以上の振り返りを参考に 29 年度のソフ
成果②情報発信のためのホームページを
随時更新。空き家に関する問合せが来るよ ト事業計画を立てます。ご期待ください

についても話し合いました。
有馬修一総務教養部長；各行事は計画通り
実施できた。文化祭の演目がカラオケと踊り
だけに留まったので幅広く出演者を募る必要
がある。
田中政司産業部長；園芸講習会を開催した
が、受講者がなかな集まらなかった。
園芸講習会が不定期開催のため講座生が定着

井上真由美青少年育成部長；子ども
会の行事には殆どの子どもたちが参加
した。
櫨木洋子保健福祉部部長；健康づく
りセミナー・歩こう会とたくさんの方
に参加してもらいました。
開催時期を検討すればもっと参加者が
増えるのでは。

うになった。
課題①若者世帯の定住促進のため自治会
運営の在り方を再検討すべきでは、地域の
後継者を残す努力を自治会で何ができる
か真剣に考える時期に
課題②空家の登録に協力のお願いを
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。

地区専門部長・副部長会の報告

しにくい。29 年度は公民館講座として定期的
いきいきサロンを各自治会で取組んで
な開催を目指す。
よかった。また、筋ちゃん体操も２自
上床耕造高齢部長；各自治会の高齢部の組
治会が実施しており、まだ実施してい
織化ができなかったが、下和田自治会が日置
ない自治会への普及に努めことで、高
市の高齢者クラブに再加入できて良かった。
齢部の組織化へ繋がるのでは。
高齢者学級は、健康・介護について学んだ
り、仲間づくりができる。教室に参加するこ 第３期地区振興計画ソフト事業の
とで介護予防や認知症予防につながることに 平成 28 年度振り返り・反省と課題
なる。教室は 1 人でも参加できるので声をか
けていきたい。研修視察は、奄美の里とセイ
カ食品に行きました。
栫井俊英青壮年部長；夏祭りがソフト事業
により、盛り上がった。もっと工夫し、盛り
上げていきたい。文化祭の準備にはたくさん
の方に手伝ってもらい夜食も出てよかった。
吉村康子婦人部長；地区公民館清掃は各自
治会ごとに毎月実施。運動会や文化祭終了後
には小学校のトイレ掃除も実施。

地区の基本理念「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 事業に取り組んできました。
分野ごとに反省と課題、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）
空家の登録促進を、問い合わせ多数
成果①空家・空地の活用では、新た
に空家 3 件、登録があり、即時に情報
を提供できた。

3 月の行事予定

日 曜
行 事
5 日 楽しく子育て教室 9：30
トールペイント
7 火 ヨガクラブ 20：00
8 水 脳トレ筋トレ教室 9：30
9 木 第 4 回地区運営委員会
20：00
重点２；健康（安心して、元気で長生きを） 10 金 文書発送
婦人学級閉級式 20：00
成果①健康セミナー、歩こう会の開催。
講座：介護保険とのつき合い方
成果②要支援者情報マップを作成。
11 日 カラオケ 19：30
課題①健康づくりへの日常的な取組体制
14 火 食育サークル 9：30
を。「筋ちゃん体操」の普及。
吹上中学校卒業式 9：50
介護予防と要支援者の見守り活動の解決
21 火 ヨガクラブ 20：00
23 木 和田小学校卒業式 9：50
のためには各自治会の高齢化の進むなか
高齢部の組織化は、避けて通れない課題。 24 金 文書発送
25 土 カラオケ 19：30
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 の有 志に よる 27 月 生け花同好会 9：00
和田小・和田地区公民館合同
地区の名所（田中城跡）、集落間などを整
送別会 18：00
備。登録者を募集しています。
※27・28 年度に空家対策により地区外
成果②花苗配布：春と秋の２回配布
からの入居が相次ぎ喜んだものの、若者
課題①サポーター倶楽部の作業箇所の
世帯の転出もありました。自治会によっ
ては、若い世帯への負担を軽くするた
基準づくり。
重点４；地域文化創出（夏祭り・文化祭） め、自治会役員を配慮するなどし若者世
帯が定着している自治会もあります。
成果①夏祭り、文化祭とも充実できた。
若者の住みやすい地域づくりを目指し
成果②太鼓踊りは 29 年度奉納に向けて
新年度へ向けて話し合ってみましょう。
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健康づくりの第一歩
元気で長生きするために

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/583 人

きれいな地域づくり活動

男性/276 人

世帯数/303 世帯

29.2.1 現在

２話

健康づくりウォーキング『歩こう会』開催
２月１９日（日）汗ばむ陽気の中、健康づく
りウォーキングを開催しました。当日は県下

ひまわりグループの活動から
２月 15 日（水）寒空のもと、生活改善
ひまわりグループのみなさんが、和田地

一周駅伝の吹上地域を通過する日でもありそ
の応援も兼ねて行いました。
地区より６８名のみなさんに集まっていただ
き国道２７０号線沿いで駅伝の各地区選手を
応援し、その後田中城跡頂上を目指して春を
感じながらのウォーキングでした。
コースは２コース準備しました。農大を通り
下和田へ抜けるコースとひまわり館前より下

区の清掃ゴミ拾いを行いました。毎年、
選手に気持ち良く走ってもらおうと県
下一周駅伝が開催されるこの時期に行
っています。農大周辺は国道沿いという
こともあり空き缶やたばこの吸い殻な
どたくさんありごみ袋いっぱい集まり
ました。早朝から活動していただいたみ
なさまありがとうございました。

和田へ下りるコース。そして、田中城跡まで
登っていただきました。
今年はソフト事業でウォーキング用の幟旗を
つくり公民館前にたくさん掲げ、歩こう会を
盛り上げ、ＰＲに努めました。
また、ウォーキング中にはその幟を持ちなが
ら歩き、和田地区をアピールすることもでき
ました。たくさんのご参加ありがとうござい

女性/307 人

作業を終え、モミジの色づくのが楽しみに
サポーター募集中です。あなたの力を貸して

平成２８年度ハード事業の成果
ハード事業の成果をご報告します。
自治会名

活用内訳及び実績額

苙 口

粗大ゴミステーション設置：119,458 円

助 代

共同アンテナ管理道路改修：570,414 円

上和田

市道 ゴルフ場線側溝改良：229,337 円

中和田

心地よい春風に田中城跡頂上からの
和田の大パノラマを楽しみました

馬渡川堤防（上床節雄宅）裏ガードレ
ール設置：555,805 円
前野恒宅横・櫨木宅入口；ロードミラ

下和田

ました。

ー設置：263,222 円
アルミ掲示板設置：169,400 円
市道 苙岡～今田線蓋板設置：

仕訳作業も大変です(-.-)

田中城跡頂上にヤマモミジ植栽

瀬谷自治会 80 代の有馬美香さん
国道ひまわり館前にて駅伝選手を応援

若者に負けずに頂上目指しました

サポーター倶楽部の活動から
サポーター倶楽部のみなさんが田中城
跡の整備を行い、頂上付近にはヤマモミ
ジを植栽しました。春には桜、秋には紅
葉と季節を感じられる田中城跡地となり
ました。今後、花の咲く城跡にとツツジ
やアジサイなどの植栽を計画中です。

苙 岡

413,263 円
農道 苙原線防犯灯設置：28,477 円
農道 鳥越坂線法面補修：85,001 円

以上、9 件を実施しました。よりよい地域づ
くりのためにこれからも計画的に行ってい
きます。なお、身近な周辺で改修・改善し
たい箇所がありましたら、各自治会長さん
へご連絡ください。
（３月の行事予定は、裏面へ）

