
        

公民館だより 

和   田 その 2 

第 282 号 

平成 30 年 2 月 23 日発行 

日置市吹上町和田地区公民館    

電 話 ０９９－２９６－３０３１ 

ホームページ http://wada.jpn.org/  

 第３期地区振興計画ソフト事業の 
反省と課題 

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、第４期地区振興計画

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） 

成果①空家・空地の活用では、市の空き家バ

ンク制度で３世帯７名移住し、うち 2 世帯は

子育て世帯、空き地２件解消。 

成果②情報発信のためのホームページを随時

更新。市の空家バンクとの連携が図れた。 

課題①自治会活動・地区公民館活動の案内手

引き的なチラシを作成、移住者への丁寧な説

明が必要。 

課題②空家の『空家バンク』登録に協力のお

願いを強力に推進し、空地の登録も 

重点２；健康（安心して、元気で長生きを） 

成果①健康づくり講演会、歩こう会、スポー

ツ大会の開催。 

成果②要支援者情報マップの見直し更新。 

課題①健康づくりへの日常的な取組体制を。

「筋ちゃん体操」の普及、支援。 

介護予防と要支援者の見守り活動の解決の

ためには高齢化の進むなか共助の組織として

の各自治会高齢部の組織化は、重要な課題。 

課題②要支援者情報マップを各自治会防災組
織で避難訓練などの活用に 

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り地区の

名所（田中城跡）の整備が図れた。 

成果②花苗配布：春と秋の２回配布 

課題①高齢者や若い世代の負担軽減に

繋がるような活動を。 

小規模自治会の支援。 

重点４；地域文化創出（夏祭り・文化祭） 

成果①夏祭り、文化祭とも充実できた。 

成果②太鼓踊りは保存会をはじめ自治

会長や地区民の協力の上無事、奉納・

巡回披露できた。 

課題①夏祭りや文化祭舞台発表者への

謝礼の充実を図る。 

課題②青壮年層の参加推進を 

重点５；産業の振興 

成果①園芸講習会の開催（10回） 

課題①ひまわり館との連携。 

ひまわり館は地区で要望し設置し 

たものであり創設の原点に立ち返り 

取り組む必要がある。 

重点６；地区公民館活性化  

成果①バリアフリー対策（トイレ改修） 

  玄関滑り止め改修、段差解消 

  ②児童クラブを公民館開設し、子

育てを支援できた。 

課題①「より良い和田地区づくりの 

ための提言書等」の実現を 

以上の振り返りを参考に第４期地区 
振興計画ソフト事業を平成 30 年から
32年度の計画に反映していきます。 
地区役員をはじめ、自治会長さん、 

 地区民のみなさんのご協力が必要で
す。 
和田地区発展のために、ご協力の程 
よろしくお願いします。  

 ひまわりグループの活動紹介 
環境美化に一役～清掃ゴミ拾い～ 

 

作業を終えてすがすがしい気持ちに 

２月 12日（月）早朝 雪がチラつく中、

生活改善グループ『ひまわりグループ』の

みなさんが、和田地区内国道周辺の清掃ゴ

ミ拾いを行いました。 

毎年、県下一周駅伝の選手に気持ち良く

走ってもらおうと、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

りごみ袋いっぱいになりました。 

会員募集中！あなたも仲間に 

味噌・ふくれ菓子つくりにチャレンジを 

ひまわりグループは日置市生活研究グ

ループとして現在５名で活動しています。

食文化と技の伝承を中心に味噌やそうめ

んのつゆ、白だしなどを公民館で作ってい

ます。地区文化祭では大好評のふくれ菓子

や芋餅を販売しています。 

会員を募集しています。 

興味のある方は地区公民館まで。 

公民館講座生徒募集！！ 

申し込みは済まされましたか 
平成 30年度の公民館講座・自主クラ 

 ブの生徒を募集しています。 

新たに『フラダンス教室』の開設！ 

フラダンスは、ゆったりした動きです。 

どなたにでもできますよ。 

興味のある方へ是非、３月９日（金）ま

でに地区公民館にお申し込みください。 

なお、その他講座で受講継続の方も再

度お申込みください。 

3 月の行事予定 
日 曜 行  事 

6 火 地区公民館役員・総務教養部会 

20：00 

ヨガクラブ 20：00 

8 木 第 4 回地区運営委員会  

20：00 

9 金 文書発送 

婦人学級閉級式 20：00 

講座：「認知症を理解しましょう」  

10 土 サポーター倶楽部作業 8：00 

カラオケ 19：30 

11 日 わだっこサークル 

プラレールｄｅ遊ぼう！！ 10：00 

12 月 たのしいハーモニカ教室 10：00 

13 火 吹上中学校卒業式 9：50 

20 火 ヨガクラブ 20：00 

22 木 和田小学校卒業式 9：50 

23 金 文書発送 

24 土 カラオケ 19：30 

26 月 生け花同好会 9：00 

和田小・和田地区公民館合同 

送別会 18：00 

27 火 にこにこ健康体操教室 10：00 
 

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 
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体育部・保健福祉部主催 

地区グランドゴルフ大会＆ 
県下一周駅伝応援 

朝は霜が降りるほど寒かった２月 18日（日）

地区グランドゴルフ大会を開催しました。 

  当日は、県下一周駅伝２日目 和田地区通

過日でもあり、国道ひまわり館前で力走する

各地区選手を応援しました。日置がトップ通

過で応援に力が入りました。日間優勝でした。 

  その後、和田小学校校庭の特設コースで、

グランドゴルフを楽しみました。 

 試合は、終始、歓声や悲鳴？が上がり楽しい

時間となりました。 

今年度より、個人戦のみとなりみなさん、

自分のプレーには責任を持ち、上位入賞を目

指しました。冬の平昌五輪に負けないくらい、

盛り上がり、地区民とのいい交流の場となり

ました。体育部長さんをはじめ、ご参加いた

だいたみなさん、ありがとうございました。 

 成績は以下の通りです。（敬称省略） 

  優 勝；永田久子（下和田）39打 

  準優勝；山之内修（上和田）40打 

  ３ 位；櫨木洋子（下和田）44打 

 ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ賞；今村文子、下野巴、田中和子、 

 山口光平、永田久子、窪田祥子、櫨木洋子、 

 榊満博（以上各１回）、山之内修（２回） 

 長寿プレー賞；窪園セツ子（下和田）88歳 

  長寿プレー賞の窪園さん、元気で長生きの

秘訣は、かねてから「いきいきサロン」や「筋

ちゃん広場」「高齢者学級」などに積極的に参

加していることだそうです。見習いましょう。 

 

大きく振りかぶり・・・ボールの行方は！？ 

  

フォームも決まり、ナイスショット！！ 

窪園さん『まさに元気に長生き』実践ですね！ 

伊作太鼓踊り和田保存会 
「第 18 回伝統芸能まつり」出演 
    テレビ放映予定日決まる  

10分間に短縮した構成で練習 

 

和田保存会のみなさんが2月25日東京
NHK ホールで伊作太鼓踊りを披露しま
す。その模様がテレビ放映されます。 
放映予定日；3 月 18 日（日） 

ＮＨＫ・Ｅテレ（教育テレビ） 
 番組名 ；『まつりの響き～第 18 回地域

伝統芸能まつり』 
午後２時 30 分～午後４時まで 

今回は、舞台演出の構成上 10分間に短

縮したバージョンとなります。 
「道行」で入場し「入り太鼓」「鎌倉御
所（六調子）」「うけといわたし」「高橋
殿」 「ひき太鼓」の構成です。 

  これまでの踊りに一段と磨きをかけ
た踊りとなりました。 

  この日のために、年明けより保存会の
皆さんは、練習を重ねてきました。 
伊作太鼓踊り和田保存会として今期最後
の披露となります。 

踊り子の皆さんの全国の舞台での晴れ姿
をお見逃しなく。乞うご期待！！ 

 

高齢者学級閉級式 開催 

ゆるやかな人とのつながりを大切に 
 

 ２月 20日に高齢者学級の閉級式を行いま

した。式の前に、日置市地域づくり課男

女共同参画係の迫田多恵子さんに「自分

のことが好きですか？」と題し講座を開

きました。 

まず、自分の気持ちを大切にできている

か、自分自身の人権に気づいているか問わ

れ参加者のみなさん、首をかしげていまし

た。現代社会は、１人ひとりの考え方や価

値観が違い、見方を変える（リフレーミン

グ）必要があるということ。 

 また、人口減少により年齢構成も変化し

てきており、これから地域で生活してく

うえで、大切なことは『話し合い』と『ゆ

るやかな人とのつながり』だそうです。 

高齢者、若者、子供と各世代間との人との

つながり、子育て、介護など『必要縁』の

つながりを地域に作ることで、安心して暮

らせる地域になるということです。 

  今年の高齢者学級生を募集していま

す。グランドゴルフやいろんな勉強をみ

なさんで楽しみませんか。入会希望の方

は、各自治会高齢部長さんか地区公民館

までお問い合わせください。一人での参

加も歓迎 
（３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/564人 男性/270人 女性/294人 世帯数/296世帯 30.2.1現在 

 


