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 「婦人学級」  歌・楽器演奏にチャレンジ！ 

  ６月 10 日（金）に婦人学級の講座が開催さ

れました。今回は、「音楽セッション」と題し 

 鹿児島ミュージックヘルパー協会の先生のご

指導のもと、歌を唄ったり、楽器使って合奏

に挑戦しました。声に出して歌を唄うことは、

脳トレにもなりとてもいい事だそうです。 

一番のメイン音楽セッション♪ 

みなさん楽器を手にしそれぞれのパートに分

かれ曲に合わせて合奏をしました。普段から

よく見る楽器や見たことのない楽器。いろん

なが楽器がありました。そんな中みなさん、

自分の楽器を奏でるのに必死…笑 

  しかし、最後にはとても素敵な音色で合奏

することができました。とても楽しい時間と

なり笑いの絶えない講座となりました。 

 

 

「音楽セッション」にチャレ

ンジ！ 
それぞれのパートにて 

みんなで合奏♬ 

 

『高齢者学級』開級式 

５月 24日（火）に『高齢者学級』の

開級式が開催されました。 

当日は、開級式の前に講演が行われ、

市行政出前講座から“消費者トラブル

にあわないために”を題材に話を聞き

ました。 

講師は、市商工観光課から家村毅 

先生と消費者生活相談員の前田昌美代

先生です。今までの事例やこれから生

活していくうえでの注意点について話

されました。 

何でも話し合える環境づくりや地域

全体が消費者トラブル等に向き合って

生活していく事が大切だそうです。 

○×クイズでは、クーリング・オフ

について学びました。店頭販売など自

分の意思で購入した場合は、クーリン

グ・オフはできないとの事です。現在

行っているお店は、お店の好意にて行

っているようです。 

今まで簡単に出来ると思っていたク

ーリング・オフ。これからは、断る勇

気もしっかり持って生活しましょう 

 講座終了後には開級式が行われ、 

上床耕造運営委員長のあいさつ、学級

紹介、学習の年間計画等について説明

が行われました。  

今年の計画は、７月には講話、８月地

区先祖追弔会参加、９月 グランドゴ

ルフ大会、10月 研修視察などです。 

 
訪問販売；断る勇気を 

 高かったなと思ったら、まず相談を！ 

 
5月 28日；小雨もなんのその、グランドゴルフ

を楽しみました。（和田小特設コートにて） 

 

今年は 34名でスタート。苙口、助代、 

上和田自治会はゼロです。おひとりでも参加

できます。 仲間の輪を広げましょう。 

「元気に長生き実現」のために、今ですよ！ 

朗報！！ 下和田長寿会の皆さんが、6 月

に市高齢者クラブに再加入されました。「筋ち

ゃん広場」も毎週木曜日、楽しく開いてますよ。 

空き家全戸調査実施中！ご協力を 

好評の空き家登録制度を活用しま

せんか。  

７月の行事予定 

日 曜 行  事 

1 金 高齢者学級「講話」 10：00 

胸部レントゲン検診（各自治会） 

2 土 吹上女性ふれあい大会 9：00 

3 日 楽しく子育て教室「七夕づく

り」10：00 

5 火 ヨガクラブ 20：00 

6 水 第３回地区公民館役員会・総務

教養部会 20：00 

8 金 婦人学級「救命救急・緊急対応

の仕方」 20：00 文書発送 

9 土 カラオケ同好会 19：30 

10 日 県知事選挙・参議院議員選挙 

地区歩こう会 8:30 

12 火 食育サークル 9：30 

13 水 脳トレ・筋トレ教室 ９：３0 

14 木 秋野菜栽培講習会 13：30 

夏祭りプログラム作成検討会 

20：00 

15 金 男性料理教室 10：00 

16 土 先進地視察（出水市） 

19 火 ヨガクラブ 20：00 

22 金 夏祭りプログラム発送 

文書発送 

23 土 カラオケ同好会 19：30 

25  月 生け花同好会 9：00 
 

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 

苙岡Ａ優勝！瀬谷自治会初参加 

  5月 28日（土）地区ソフトバレーボール大

会が、地区体育部の主催で和田小学校体育館

にて開催されました。今回は、小学生から一

般で構成された上和田・中和田・下和田・苙

岡自治会より各 2 チームが出場。また、瀬谷

自治会もオープン参加ながら初めて参加し、

心地よい汗を流しました。 

  成績は、優勝 苙岡Ａ、準優勝 苙岡Ｂ、 

3 位 下和田Ａ、4 位 中和田Ｂ という結果

でした。 

かねて運動不足がちな方も奮闘していたよ

うでナイスプレーもたくさん続出していまし

た。翌日？筋肉痛だという方も多かったので

はないでしょうか！？ 

 

小学生から 60代の一般の方まで、珍プレー、ナイ

スプレーに心地よい汗と、笑いの世代間交流を深め

た大会になりました 

「前期心の教育」推進協議会 

  6月 17日(金) 前期「心の教育」推進

協議会が開催されました。 

初めに、吹上高校教頭 碇山浩先生、

吹上中学校校長 西光久先生、和田小

学校校長 船間一洋先生に基調提案と

して指導講話をいただきました。 

基調提案では・・・ 

 碇山先生（高校）～「3 年後に社会に

送り出す」進路実現を目標に指導して

いる。「ありがとう」と感謝の気持ちを

言える人に、相手を思いやる心 

 「大人と会話できる生徒になりなさい」 

 西先生（中学校）～キャリア教育を通

じて「望ましい勤労観、職業観を養う」 

 キャリア教育は、平成 3 年頃からニー

ト、フリーターと呼ばれる定まった職

業につかない若者が増えてきたことに

より重視されてきたものです。 

  進路学習や職場体験により、勉強す

ることの意義やあいさつやコミュニケ

ーションなどの人間関係の大切さを学

んでいる。 

 船間先生（小学校）～子どもたちのい

いところをほめる。他の人や何かと比

較したりすることはしない。 

 「頑張ったね」「上手に書けたね」子ど

もたちに常に声をかけることで“心”

が育ちます。 

  先生方からは子どもの成長段階に応

じた指導提案がありました。 

質疑では・・・ 

最近、会社などで注意されたり、叱ら

れたりすると欠勤したり、やめてしまう

若者が増えている傾向にあることについ

て⇒原則、休みの多い生徒は採用しない

企業もある。「良いことは良い、悪いこと

は悪い」というしつけを小さい時から教

えることが重要である。 

子どもを叱る時は、叱りっぱなしにし

ない。子どもとの信頼関係をかねてから

気づく努力が必要。 

今回は、初めて託児所を設置し、保護

者の方も安心して参加できました。 

 

質疑；「叱る」にはかねてから信頼関係が大切 

先進地研修： ７月１６日（土） 

 出水市  上村西自治会の「生きがい活

動、見守り活動など」を学びに 

参加は、民生委員・自治会長・福祉ア

ドバイザー・高齢部長の方などを対象に

しています。参加されたい方は各自治会

長を通し７月４日（月）までに地区公民

館へご連絡ください。 

6月 14日「夏祭り打ち合わせ会」報告 

第 23回和田地区夏祭り 

8月 13日（土）午後 6時 30分スタート 

開催決定！！ 

  今年は、お盆の 8月 13日（土）午後 6

時 30分から 和田小学校校庭で開催に決

まりました。雨天時は、体育館です。 

今年は、伊作太鼓踊り前披露があるため

通常より 30分早めての開会となります。

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。 

ソフト事業取り組み２年目として、４点 

① ステージ出演者や当日の役員の方々

へお礼は、出店したお店で使える商品

券を差し上げます。 

②祭りの雰囲気を盛り上げるためにゆか

たや法被など和装にて総踊りに参加し

た方に、「祭盛り上げ賞」を準備。 

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  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」参加してね！ 

 抽選券付プログラムは、７月 22日の自治

会発送で各家庭へお届けします。 

（７月の行事予定は、裏面「その２」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/593人 男性/282人 女性/311人 世帯数/306世帯 28.6.1現在 

 


