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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

第 2 回地区公民館運営委員会報告
８月 25 日第２回地区公民館運営委員会が開
催されました。協議内容は次のとおりです。
① 小学校・地区運動会の開催について
９月 25 日（日）8 時 40 分入場行進開始

④ 在鹿和田会との交流連携について
今年も和田小・地区合同秋季大運動
会に参加していただける事になりまし
た。また、地区文化祭にもステージ発
表・作品展示もしていただけます。

各自治会で敬老会開催
9 月 19 日の敬老の日を迎え、各自治会
でも長寿をお祝いする行事が開催されま
した。
日置市内の高齢化率は 31.96％、吹上町

今年も苙口自治会と瀬谷自治会は合同で参
加することになりました。
地区外の和田地区出身者にも参加を呼び掛
け、地区民との交流を図る。
今年は、消防団和田分団の皆さんによる消
防操法が披露されます。ご期待ください
② 第 54 回吹上地域市民駅伝競走大会の開催

在鹿和田会の紹介
会員を募集中です
在鹿和田会（会長；赤塚正三さん 姶
良市在住、中和田出身）は、鹿児島市
並びに鹿児島市の隣接市町村に居住す
る和田地区出身者及び配偶者が和田地
区出身者で在鹿和田会に入会を希望す
る方で組織する会です。

は 39.25％、100 歳以上の方は、55 人（男
子 5 人、女子 50 人）、日置市内の最高齢者
は、109 歳です。（伊集院地域居住）
吹上地域の最高齢者は 105 歳です。
和田地区でめでたく白寿、米寿を迎えら
れた方々をご紹介します。
◎99 歳（白寿）◎
前野フミエさん（下和田）

ついて
南回りコース、和田を走ります。応援を！
11 月 13 日（日）9：00 開会 10：30 スタート
今年は、南回りコース平鹿倉地区鍚山入口を
スタートとする 10 区間 17.8ｋｍです。
今年も２チーム出場、上位入賞を目指して取
り組むことになりました。
練習会にご協力を、参加大歓迎

和田会の歴史は古く、昭和の初め頃
和田から鹿児島市内に働きの場を求め
て出た者たちのお互いの励ましの場と
して設立され、ふるさと『和田』との
交流を持ち、現在に至っています。
現在、会員は、鹿児島市内に 48 名・
姶良市内に３名・霧島市２名・南さつ
ま市３名・日置市４名・町内６名・県

前野さんは、大正５年 10 月 10 日生、
今年 100 歳になるため、内閣総理大臣より
お祝い状と記念品が贈られました。

10 月 10 日から練習が始まります。
地区民の皆さんの応援が選手の力になりま
す。応援・ご声援をお願いします。
なお、練習は夜間になりますので、地区役員、
自治会長、体育部長、ＰＴＡなど保護者の皆
さんのご協力をお願いします。
③ 第 24 回地区文化祭の開催について

外に５名と計 69 名です。
和田小学校との交流会や地区公民館
役員等との交流親睦会を実施していま
す。今年は、11 月 26 日開催されます。
ふるさとを離れても、ふるさとを愛
し、思い、交流があるという事はとて
もいいことだと思います。人のつなが
りは、大切です。あなたのご家族や親

11 月 20 日（日）開催で決定！！
詳しくは、10 月４日の実行委員会で協議。

戚にもご加入をおすすめください。
問合せ；窪園昭宏さん☎099-265-9735

やさしいまち

ひまわり館収穫祭
10 月 23 日（日）9:00～

開催

収穫の秋を迎えました。
ひまわり館では、収穫祭を開催します。
新米おにぎりの無料配付、お得な「新
米量り売り」や新鮮野菜の販売など盛り
だくさんです。 みんなでひまわり館を
利用し、地域を盛り上げましょう！

10 月の行事予定
日 曜
行 事
4 火 第 24 回地区文化祭実行委員会
20:00～
ヨガクラブ 20：00
8 土 カラオケ同好会 19：30
9

日

健康づくりセミナー 9：30 受付

10 月 祝 体育の日
駅伝練習開始 17:00
12 水 脳トレ・筋トレ講座 9:30
13 木 婦人学級研修視察（志布志方
面）8：20 集合 8：30 出発
14 金 文書発送
男性料理教室 10：00
15 土 カラオケ同好会 19：30
16 日 吹上秋祭り 2016
18 火 ヨガクラブ 20：00
19 水 高齢者学級研修視察
22 土 カラオケ同好会 19:30
23 日 ひまわり館収穫祭
100 歳おめでとうございます！！
24 月 生け花同好会 9：00
○88 歳（米寿）○
28 金 文書発送
今村大海さん（助代） 栫井ミチ子さん、
29 土 吹上地域文化祭（30 日まで）
小山田ヨシエさん、榊秋盛さん、崎向エミ
和田地区公民館ホームページ随時更新
子さん（以上、上和田）
中、チェックしてみてね！！
井上國男さん（下和田）
http://wada.jpn.org/
岡元幸雄さん、島﨑セツさん（以上、苙岡）
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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
和田地区人口：総人口/591 人

男性/281 人

女性/310 人

世帯数/304 世帯

28.9.1 現在

平成 28 年度「かごしま農村創生塾」が、県
立農業大学校で開講され、和田地区より、榊
幸治さん、地頭所衛さん、地頭所忠一さん、

ワーキング（話合い）の結果
和田地区での具体的な目標値は、
２０代から３０代夫婦で子ども連れ
てＵ・Ｉターン１組。６０代前半夫婦
Ｕ・I ターン１組。 この数字を毎年達

『和田に空家は、ありませんか』
空家の問合せ、相次ぐ
秋の訪れを感じつつ、地区内のあちら
（裏
地区では、昨年から空家・空地活用に取
こちらに、彼岸花を目にするようになり り組んでいます。空家登録に協力していた
ました。
だき、これまで５件の空家に地区外から入

山之内修さんが参加しました。
この研修は、県内 12 地区より重点地区に指
定された各地区の代表者が参加しています。
和田地区でもこの研修を活かし、地域の後継
者を残せる地域づくりを考え、行動していき
たいと思います。研修会は３回開催されます。
第 1 回目は、8 月 24 日・25 日に開催され、そ
の内容（講演とワーキング）を紹介します。

成することにより和田地区の人口の維
持は、可能であるということです。
若い世代を呼び込む２つのポイント
は、働く場と小学校の存在は重要に。
和田地区にとっての働く場は、地区
内にあればよいが、それがなくても鹿
児島市内へは、車で 30 分から 40 分の
距離にある。この地理的優位性をもっ

通常、農道などの伐採作業は各自治会 居してもらいました。
9 月 10 月に実施しますが、今年も彼岸花
現在、 現在、登録してある空家は１件のみです。
の咲く時期に合わせ暑い盛りの８月末 最近、地区公民館への空家の問合せが多く
にサポータ倶楽部の皆さんの協力のも なっています。これまでの実績やホームペ
と伐採し、準備を整えました。
ージなどを見ていらっしゃるようです。
おかげさまで、今年も堀川農道沿いの彼
残念ながら登録の空家が少ないことから、
岸花が咲き始めました。
要望に応えられていないのが現状です。
この彼岸花ロードは、昭和 63 年頃、
空家全戸調査終わる、地区内に 87 戸

と生かすべきではないか。参加した 12
地区の中では、小学校もあり、和田地
区は若者が定住する条件としては最も
恵まれた地区であるということを再確
認したところです。

農村振興運動の一環として「美しい農村
景観づくり」を目指して、圃場整備後の
農道に球根の苗を植え、手入れし、育て
てきたものです。今では、道路いっぱい
に咲きほこるようになりました。黄金色
に色づく田んぼと、美しい和田の風物詩
として大切に育てていきましょう。

「かごしま農村創生塾」に参加

田舎の人口減が止まった！島根に学ぶ
研修のテーマ

農村再生～ムラに人を呼び戻す戦略～

講演「田園回帰１％戦略～地元に人と仕事を取り戻す～」

島根県中山間地域活性化センター
研究統括官 藤山浩志氏
人がどういう時に動きだすか？
・危機感を持つ ・何かを得るものがある

講師

彼岸花ロード満開に！

まず、地域の人口の現状を具体的に数字で
理解してもらう。次に人を呼び戻すにはどう
するかを議論する。話し合うことが重要。
島根県での実践事例から人口予測プログラム
により⇒地域人口総数の 1％弱で人口の安定
化ができる。
具体的に和田地区では、和田地区の人口 590
人の１％は、５人です。地域の人口を維持す
るは、一挙に人を増やすことなく少しづつ確
実に定住者を増やすことで可能になります。

住める空家も多数、貴重な財産を活かして
7 月に実施しました、空家調査により地
区内に 87 戸もの空家がありました。
この中には、まだ十分住める空家が多数見
受けれられました。
地区公民館では、住めそうな空家につい
て所有者の理解を求め、登録していただく
よう話し合いを進めていきたいと考えて
います。
空家管理、ご相談を
家屋は、人が住まなくなり、手入れが行
き届かないと傷みも早く 3 年もすると住
めなくなってしまいます。近所に空家の在
る方は、所有者の方に地区公民館への登録
をおすすめください。また、遠方で手入れ
に困っている方へは、地区で管理する制度

和田堀川農道沿いの彼岸花
「1 年に 5 人の転入者を」可能な数字だ！

も設けました。ご相談ください。
（裏面に続きます。10 月の行事予定表も）

