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第４回地区公民館運営委員会報告 

３月９日 第４回地区公民館運営員会が開

催され、28年度の反省や 29年度へ向けて公民

館活動の在り方について協議しました。 

内容； 

①28年度の事業実績、決算見込みについて 

②29年度地区公民館運営方針と努力点、 

③29年度主な事業計画について、 

④第３期地区振興計画 28年度ソフト・ハー

ド事業の実績と反省 

※地区公民館役員体制について 

28年度の改選にあたり、公民館主事は適任

者が得られず、副館長が兼務していましたが、

この度主事の就任の内諾を得られましたの

で、副館長の兼務を解き、主事をおくことと

しました。新役員は、４月 13日(木)開催予定

の地区公代議員総会に提案し、承認を受ける

ことになります。 

 ※青壮年部・婦人部の在り方について  

  民主的に無理のない運営を心がけて 

 地区公民館の青壮年部は原則 65歳まで、婦

人部は 60歳までとし、活動の趣旨に賛同する

方で組織しています。各自治会の青壮年部は

自治会の事情もあり異なっているようです。 

  注意してもらいたいことは、青壮年部・婦

人部とも加入は任意であることを自治会員の

みなさんに理解していただくことが重要で

す。 無理な活動への参加要請は、多大な負

担となり、特に忙しい子育て世帯には住みに

くい地域となってしまいます。このことは、 

  定住促進を図るうえでも重要になります。 

 ※放課後児童クラブを地区公民館で 

市より、「和田放課後児童クラブ」は、

現在市単独で開設しており財政的に厳

しいことから国の補助事業を取り入れ

てより充実して開設していきたいと要

請がありました。国の補助は民間等に

委託しないと開設できないことから、

委託先は地区公民館になります。 

実施は、29年 8月以降となる予定です。 

  和田児童館は、昼間の幼児の預かり

がないこと、建物が 50年を経過し老朽

化していることなどから閉館というこ

とになります。 

  地区公民館内での児童クラブ開設に

伴い、館内倉庫の改修や、新たな倉庫

の新設など必要になるため市に要望す

ることとしています。 

 ※消防団和田分団車庫用地について 

  市では、消防団の再編に合わせて消

防車庫の建設を進めています。和田分

団では、市有地や民間の土地など適地

を探していました。今回、児童クラブ

を地区公民館で開設が可能になります

と児童館を撤去すれば用地確保ができ

ることから、児童館跡地に消防分団車

庫を建設することになりました。 

  新設の分団車庫には、避難施設を備

えて欲しいなど意見が出されました。 

 

28 年度ソフト事業の実績・概要の報告 

第 1 分野 定住促進 

①空家活用    事業費；268,000 円 

  2件の空家解消  

②空家・空地対策 事業費；93,920 円 

４件の登録あり、情報提供が可能に  

③情報発信    事業費；50,000 円 

ホームページを更新し地区内外へ情報

発信（28.3～29.2閲覧者 4,696人、ユー

ザー数 1,523人） 

④子育て支援   事業費；80,291 円 

子育て世代の交流の場ができた。 

 夏祭り・文化祭など地域行事への参加 

第 2 分野 健康福祉 

 ①健康づくり   事業費；313,020 円 

健康づくりセミナー、歩こう会開催、

ウォーキング・定健診幟旗の作成 

スポーツ大会の開催（ソフトバレー・

グラウンドゴルフ・地区運動会） 

 ②高齢者見守り  事業費；87,825 円 

  見守りマップの作成、各自治会で「いき

いきサロン」の開催 

第 3 分野 景観形成 

 ①きれいな地域づくり 

事業費；210,977 円 サポーター倶楽部

による田中城跡などの整備、 

田中城跡案内看板の作成 

 ②花苗配布    事業費；204,223 円 

  春・秋の花苗配布、 

田中城跡へヤマモミジ 10本植栽 

第４分野 地域文化創出  

   事業費；595,294 円  

夏祭り、文化祭を充実して開催 

伊作太鼓踊り用 鉦２個購入 

 第５分野 産業の振興 事業費；16,500 円 

   栽培講習会４回開催、ひまわり館と連携 

第 6 分野 地区公民館事業 

   事業費；517,998 円 

  公民館だよりのカラー化、備品の購

入（ＤＶＤプロジェクターなど） 

   ソフト事業費合計 2,437,048円 

  

4 月の行事予定 
日 曜 行  事 

4 火 ヨガクラブ 20：00 

5 水 第 1 回地区役員会 20：00 

6 木 和田小学校入学式 9:0 

7 金 文書発送  

和田水土里クラブ役員会 19:00 

第 1 回地区運営委員会・消防協

力会総会 20：00 

8 土 カラオケ 20：00 

13 木 和田水土里クラブ総会 19:00 

地区公民館代議員総会 20：00 

17 月 地区公民館利用者団体説明会 

20：00 

18 火 ヨガクラブ 20：00 

21 金 文書発送     

和田小学校転入職員歓迎会 

18：30 

22 土 わだっこサークル（Leｔ’s enjoy）

トールペイント 10：00 

カラオケ 20：00 

24 月 生け花同好会 9：00 

25 火 にこにこ健康体操 10：00 

伊作太鼓踊り実行委員会 

準備会 20:00 

27 木 第２回地区役員会・専門部長、

副部長合同会 20：00 

30 日 ひまわり館誕生祭 9:00スタート 
ひまわりの苗プレゼント（先着 400名） 

 

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 安全なまちすたー

と 
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苙口自治会：歩こう会＆語ろう会開催 

 ２月 26 日（日）苙口自治会では、「歩こう会

と語ろう会」を開催しました。当日は、曇り

空の中でしたが、16名のみなさんに参加して

いただき金峰山まで元気に歩きました。春ら

しい季節を感じながら苙口自治会の風景を楽

しめたようです。 

  歩こう会のあとは懇談会も開催され、和気

あいあい、楽しい時間を過ごせました。 

 同日に花壇の手入れも行い、綺麗な花が咲く

春が待ち遠しいです。 

ヒカン桜をバックに記念撮影 

 苙口の将来について語り合いました 

 
婦人学級閉級式 開催 

   ～介護保険とのつき合い方～ 
 ３月 10日に婦人学級の閉級式を行いま
した。式の前に、地域包括支援センタ
ーの宮前美紀先生による講座「介護保

険とのつき合い方」について学びまし
た。 

 介護保険とは、必要な人が必要な時に
使える保険であり、自立するため元気
になってもらうためのサービスだそう
です。 新しく介護予防・日常生活支
援総合事業（要支援 1・2対象者）が始
まりより一層自立した生活のお手伝い
をするそうです。 

最近は女性の社会進出により、「自助・
互助・共助・公助」といわれています。
その中でも、共助はお互いに助け合い
生活していく上で地域のつながり、見
守りへとつながっていきます。 

 『やれることは自分でせんなら！！』
精神で介護に頼らない自立した生活を
いつまでも送りたいものです。 

   

「いつまでも輝く女性に」学び続けましょう！ 

 
 祝;卒業おめでとう  

 吹上中生 新たな旅立ち 

「高校でも頑張ります」地区子ども会お別れ会にて 

 
 ３月 14日 吹上中学校卒業式が行われ 
 ました。和田地区出身の井上豪さん、 
下園海翔さん、永尾芽菜さん、下園葉瑠     
奈さんの４名も新たな門出に向けて卒業
式を迎えました。 

  卒業生の皆さんは、夏祭りや運動会、
吹上地域の市民駅伝大会、文化祭などに
子ども会のリーダーとして参加してく
ださいました。ありがとうございまし
た。 卒業式では、生徒会副会長の下野
駿さん（中和田）が在校生の送辞を立派
に述べられました。地区出身の後輩の言
葉に送られてよかったですね。 

 
朗報『和田を盛りあげ隊』始動！ 
 各自治会で子どもが減少する中、この
ままでは、私たちのふるさとはどうなる
の、地域から子どもの声が聞こえなくな
ると地域の将来も危ぶまれるとの危機感
から、若い世代の皆さんが「和田をどう
にかしたい、盛り上げたい」と動き始め
ました。 まずは地区内外在住の同世代
に呼びかけて話し合いを計画中です。 
地区公民館では、地域の将来に向けてあ
りがたい動きであり、全面的に支援して
いく考えです。 
関心のある方は、支援員までご連絡を！ 

公民館講座加入状況（H29.3.15 現在） 

学び続けて、いつまでもときめく人生を 

【公民館講座】 
№ 講座名 申込人数 開催日 

1 料理教室 

（男性料理教室） 
 

９名 

5/19 

  より 

2 たのしい 

ハーモニカ教室 
 

８名 

5/8 

  より 

3 わだっこサークル 

（Let’s enjoy） 
 

13名 

4/22 

より 

※料理教室は、今年から男性に限らず、女

性の参加も大歓迎です。 

 

【自主講座】 

№ 講座名 申込人数 開催日 

1 カラオケ同好会 10名 4/8より 

2 生け花同好会 ３名 4/24より 

3 ヨガクラブ  ８名 4/4より 

4 にこにこ健康体操  

 16名 

4/25 

より 

5 食育サークル   ５名 随時 

※自主講座は会費制となります。 

 

【ソフト事業を活用して開設】 

№ 講座名 申込人数 開催日 

1 やさしい 

園芸教室 

 

16名 

  

５月より 

※野菜・花・果樹と学びます。 

特典；講座参加生には、ひまわり館で使

える「野菜苗・種交換券」を差し上げます。 

 

29年度は 9つの公民館講座を開設しま

す。参加者は随時募集しております。途中

からの参加も可能です。詳細は地区公民館

までお問い合わせください。 

たくさんの方のご参加お待ちしています。 

（４月の行事予定は、裏面へ） 
 

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/580人 男性/275人 女性/305人 世帯数/303世帯 29.3.1現在 

 


