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ひまわり館管理組合総会開かる 

５月 22日、和田地区の特産品販売所のひまわ

り館管理組合（代表 田中政司）の総会が開か

れました。 

ひまわり館は、平成 15年に苙岡の農産物直売

所を運営していた方々や地区公民館を中心に 

当時の吹上町に地域特産品販売所の建設を要望

し、建設され，平成 16年４月にオープンしまし

た。 

当初は、和田地区公民館や生産者の方で運営

していましたが、現在は生産者の方々で構成す

る管理組合で運営しています。 

現在、ひまわり館の販売も伸び悩んでいるこ

とから、和田地区としても建設当時の機運を盛

り上げるために、今年度の地区振興計画事業で

も取り上げて地域特産品への取り組みを計画し

ています。 

管理組合の理事も和田地区からは、1名になっ

ていましたので、今年から地区公民館長が理事

に入り、地区としての支援体制を図ることにな

りました。また、公民館だよりでもひまわり館

の状況を掲載し支援していきます。 

26年度の受託販売実績は、60,052,485円でし

たが、27年度の目標は、350万円増の 63,500,000

円に設定しました。 

開設当初は、売上高１億円を目指していまし

た。 

もう一度、初期の目標に向かって地域一体と

なって取り組んでいきましょう 

魅力ある新鮮野菜！あなたの野菜を出荷

してみませんか！ 

とれたて野菜の評判は、高いです 

少しの量でも まず、出荷して 

安心・安全な新鮮野菜に対する顧客のニ

ーズは依然高いものがあります。 

ひまわり館では、このニーズに出荷商品

の減少により応えられないところです。 

ほとんどの品が午前中に売れ、品薄とな

っている状態です。 

開設当時のひまわり館の出荷者は 160 名

ほどで和田地区外の方は 50名位でした。現

在の出荷者は、482名で地区外の方が 120名

を超えています。地域が発展するには、地

域自身の経済力を高めることが重要です。      

あなたの畑で採れた新鮮野菜をひまわり館

に出荷して売り上げを伸ばしていきましょ

う。 

集荷もします、ご利用ください。 

車がなくて持っていくのが大変という方

には、集荷も行っています。ご利用くださ

い。（問合せ ひまわり館 ☎296-2519） 

また、前店長の有木義昭さんの勇退に 

伴い、6月より山之口繁さんが新店長に就任

されました。新店長に頑張っていただくた

めにも地域の皆様の暖かいご支援を切に 

お願いいたします。 

 

 ひまわり館を 

 ＭＢＣ「ズバッと鹿児島」取材に 

 6月 23日 ＭＢＣ「ズバッと鹿児島」

取材陣がひまわり館に来館されました。 

取材は、おなじみの、よし俣 とよしげ

さんが組合長や農業大学校の生徒さん、

マレーシアコーナー、生産者の方々にイ

ンタビューし館内を紹介していました。 

 放送は ＭＢＣで 7月 4日（土）午前 9時

50分からになる予定です。 

 ご期待ください。 

 

 あなたの力を貸してください 

 きれいな地域づくりボランティア募集 

 6月 23日の総務部会で、地区内の国道

（農大付近）や市道脇の雑草の繁茂して

いるところをどうにかできないか話題に

なりました。そこで、ソフト事業により

有志を募り、かねて自治会でできない 

箇所を作業する班（地域づくり応援隊）

を組織してみることになりました。 

 作業に参加された方には、水土里サー

クル活動での謝金程度を差し上げます。

燃料、飲み物などは地区で準備します。

作業は、原則半日程度です。 

保険は、公民館保険を適用します。 

力をお貸しいただける方は、各自治会

長さん、地区公民館まで申し込みくださ

い。後日「回覧」で参加申し込みを取り

ます。 

７月の行事予定 

日 曜 行  事 

3 金 高齢者学級「講話」 10：00～ 

 馬籠法城 先生 

4 土 ○ 吹上女性ふれあい大会 

(市・行事) 9：00～15：00 

5 日 先進地視察(姶良方面)集合 8:20 

出発 8：30～帰着 16：30 

  県防災センターなど研修 

楽しく子育て教室「親子体操」 

10：00～12：00 

7 火 ヨガクラブ 20：00 

8 水 脳トレ・筋トレ教室 9：30～11：30 

9 木 第３回地区公民館役員会 

19：30～ 

10 金 婦人学級「口腔ケアについて」 

20:00～ 

※夏祭り出演 演目提出締切 

文書発送 

11 土 カラオケ同好会 

15 火 夏祭りプログラム作成（係など最

終打ち合わせ）20：00～ 

17 金 男性料理教室 10：00～ 

21 火 ヨガクラブ 20：00 

24 金 夏祭りプログラム発送 

文書発送 

25 土 カラオケ同好会 

27 月 生け花 9：00～ 

29 水 合同運動会プログラム検討会 

 20：00～ 
 

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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地区ソフトバレーボール大会開かる 

 5月 23日（土）地区ソフトバレーボール大会

が、地区体育部主催で和田小学校体育館で開催

されました。今回は、小学生から一般で構成さ

れた 8チームが参加、心地よい汗を流しました。 

 成績は、優勝 上和田Ａ、準優勝 苙岡Ｂ、 

3 位 中和田Ｂ、4 位 苙岡Ａでした。 

かねて運動不足がちな方も奮闘していたようで

す。 

これを機会に体にいいこと始めてみませんか。 

 

 

地区ソフトボール大会 

 

きれいな地域づくり活動始まる 

 花苗配布事業の 1回目 

６月５日にサルビア、マリーゴールドの花苗

を各自治会へ配布いたしました。 

 花を植えて潤いのある地域となるために、自

治会の皆さんで取り組みましょう。次は、8 月

頃に秋の花苗の希望を取ります。 

  サルスベリの苗を寄贈 

 和田地区内の道路沿線で夏の花としてサ

ルスベリを植栽してあります。今年度、補

植用として苗の注文を予定していたとこ

ろ、中和田自治会出身で鹿児島市在住の井

上保夫様（鹿児島県くみあい開発株式会社

勤務）より苗 15 本を寄贈していただきまし

た。ありがとうございました。 

 地区では、さっそく苗を希望していまし

た苙口・上和田自治会に配布、また、ひま

わり館前の国道沿いにも植栽しました。 

 

「前期心の教育」推進協議会 

 6月 19日(金)前期「心の教育」推進協議会

が開催されました。和田地区での「心の教

育」の歴史は、「先生と父母と語る会」から

始まり２０年以上前に遡るようです。 

今回も、和田小学校校長 船間 一洋 

先生、吹上中学校校長 西 光久先生 、

吹上高校校長 山下 美年 先生 にそれ

ぞれ基調提案とご指導をいただきました。 

基調提案では、 

・子供たちが、仲良く元気に過ごしている。 

・少ない人数だからできる教育を目指して

いる。 

・命について、生きることについて、実際

に体験したことを子供たちに話して、命

の大切さを伝えている。 

・子供たちが明るく素直、元気である。 

・学校生活を落ち着いて過ごしている。 

・部活動を通して、学校に活気があふれて

いる。 

・明るく元気で、子供たちが、学校に行

きたい。親が、通わせたいと思える学

校にしたい。・健康で安全な学校 

・学力をつけ、活用できる教育 

・豊かな人間性を育成する。 

・学ぶものとしての謙虚さを持つ。 

・場の状況を把握して行動する。 

・自ら考え、行動するなかで創造する。 

・学校は楽しいところでなければならな

い。 

などについて、話されました。 

 また、質疑の中で、ものの豊かな時代

に我慢すること、耐える力をつけるに

は、小学生の時から基本的な生活習慣

（早寝、早起き、あいさつなど）をきち

んと身に付けることが大切であるとの

言葉が印象深いでした。 

 

 

前期「心の教育」推進協議会 

第 22回地区夏祭り 

8月 8日（土）午後 7時からに開催決定 

 夏祭りの開催打ち合わせ会が 6月 16日に

開かれました。 

 今年は、8月 8日（土）午後 7時から和田

小学校校庭で開催に決まりました。 

今年度から、地区振興計画ソフト事業を活

用し実施します。 

西酒造さん協賛の花火の打ち上げ、灯 

ろうコンクール、大抽選会は従来通りです。 

新たな取り組みとして、４点 

① これまで出演者や当日の役員のお礼

は粗品程度でしたが、今回は、出店し

たお店で使える商品券（300 円）を差

し上げます。 

②祭りの雰囲気を盛り上げるためにゆか

たや法被を着て総踊りに参加した方に

は、参加賞を準備しました。 

③ 祭りに参加したくても交通の便のな

い方への支援として、送迎タクシーを

準備します。送迎を希望される方は、

自治会長さんを通じて申し込んでく

ださい。後日、回覧で希望を取ります。 

④ 抽選券は、空くじ無しに、但し最後ま

で残っていた方に差し上げます。 

夏休みに帰省された方々との交流など地

区民の親睦を深める大会です。 

「祭りの主役はあなたです」 

 プログラムなど案内は、7月末の自治会発

送で配布いたします。 

（「7 月の行事予定」は、裏面をご覧くださ

い。） 

 

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 


