
公民館だより 

和   田 その 2 

      第２５９号 

平成２８年３月 25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/  

27 年度の実績、28 年度へ向けて協議 

第４回地区公民館運営委員会開催 

３月 10日 第 4回地区公民館運営員会が開

かれました。 

内容；①27年度の事業実績、決算見込みに

ついて 

②28年度地区公民館運営方針と努力点、 

③28年度主な事業計画について、 

④第３期地区振興計画 27年度ソフト・ハー

ド事業の実績など協議されました。 

地区公民館役員選考委員会報告 

28年度は、地区役員改選期にあたり、公民

館役員選考委員会(坂口正視委員長)の報告が

ありました。 

報告要旨；館長・副館長・会計は再任、主事が

退任のため後任を探しましたが難航し、副公民

館長に兼務してもらうことになりました。 

これに伴い、総務教養部長については、公民

館主事が就任していましたが、自治会長より選

出してもらうことになり、上和田自治会の有馬

修一さんにお願いした旨の報告がありました。

役員は、4月 13日(水)開催の代議員総会に提

案し、承認を受けることになります。 

 28年 4月から夜間休日の鍵管理が変更 

   これまで、夜間・休日に地区公民館を利用す

るときは、上和田の下野商店さんにお願いして

ある鍵を借りていました。 

28 年 4 月からは、借りる日の前日か当日の

午後 5 時までに地区公民館に鍵を借りに来て、

使用後は、公民館ポストに返却するように変更

します。下野商店さんには、長いこと鍵を管理

していただきありがとうございました。 

27年度ハード事業の実績・概要の報告 

・苙口自治会～公民館前広場整備 

 工事費；857,305円 

 ・上和田自治会～市道排水路改良２カ所 

       工事費；367,200円 

 ・中和田自治会～市道歩道脇の舗装 

       工事費；332,833円 

 ・下和田自治会～ロードミラー設置２カ 

  所    工事費；411,697円 

 ・苙岡自治会～苙尻線コンクリート舗装、

ガードレール設置 工事費；465,893円 

  ハード事業工事費合計 2,434,928円 

  助代自治会の共同アンテナ通路の舗装 

は、予算不足のため 28年度実施へ 

 

27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；434,609 円 

  3件の空家解消  

②空家・空地対策 事業費；126,190 円 

9件登録あり、情報提供が可能に   

③情報発信    事業費；122,472 円 

ホームページを開設し、地区外の方へ

情報発信できる環境に 

④子育て支援   事業費;50,000 円 

子育て世代の交流の場ができた。地域

行事への参加促進を図ることができた。 

第２分野 健康福祉 

①健康づくり促進 事業費；215,705 円 

  健康セミナーの開催、ウォキングマッ

プ看板の設置 

②高齢者見守り  事業費；64,600 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；167,032 円 サポーター倶

楽部の設立(会員 20 名)、田中城の整

備、集落間の整備など可能に 

 ②花苗配布    事業費；145,419 円 

  春・秋の花苗配布、桜 25本，サルス

ベリ苗木 20本植栽 

 第４分野 地域文化創出 

  事業費 452,053円  

夏祭り、文化祭を充実して開催 

 第５分野 産業の振興  

事業費；107,300円   

   園芸講座の開催、新規作物スナップ

エンドウの導入 

 第 6分野 地区公民館事業 

   事業費；550,973 円 

  公民館だより紙面のカラー化、備品

の購入（和室用イス 10脚、事務室用

パソコン、シュッレッダー） 

   ソフト事業費合計 2,436,353円 

 

 吹上地域では 2 カ所目に！ 

下和自治会 ４月 7 日(木)スタート 

「筋ちゃん広場」にチャレンジ 

  下和田自治会では、高齢者クラブを

中心に 17名の方が参加して、日置市の

進める重りを使った介護予防運動と見

守り活動を目的に「筋ちゃん広場」に

取り組むことになりました。 

 興味のある方のぞいてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の行事予定 
日 曜 行  事 

５ 火 第 1回地区役員会 20:00 

ヨガクラブ 19：30 

７ 木 第 1 回地区運営委員会 20:00 

9 土 カラオケ 

12 火 食育サークル 

13 水 地区公民館代議員総会 20:00 

和田水土里クラブ総会 19:00 

15 金 和田小ＰＴＡ地区合同歓迎会 

18:30 

19 火 都城市クリーンセンター視察 
公民館利用者団体代表者会 20:00 

ヨガクラブ 19：30 

20 水 婦人学級運営委員会 20:00 

23 土 カラオケ 

25 金 夏野菜栽培講習会 13:30 

生け花 9：00 

27 水 第 2 回役員会・自治会長・専門 

 部長・副部長合同会 20:00 

 

和田地区公民館支援員の鎮守です、

本年度で支援員を退任いたします。 

2 年間、皆様にはいろいろお世話になり、

ありがとうございました。 

鎮守 隆 

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 

夏野菜栽培講習会は、 

4月 25日(月)午後 1時 30分 

 県農業開発総合センターほ場 

内容；果菜類の栽培管理(スイカ・メ

ロン・ナス・ピーマンなど)、参加者へは

野菜苗交換券プレゼント 

参加申込みは、4月 18日までに 

和田地区公民館へ 
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春季グラウンドゴルフ大会開かる 

優勝は、連合(地区役員など) 
３月 13 日(日)春季グラウンドゴルフ大会

が、和田小学校特設コートで開催されました。 

今回は、6月の予定の大会が雨天により中止

となり、大会開催の要望があり、実施されまし

た。 

各自治会より９チームが出場、ホールインワン

や珍プレーに終始、歓声が上がっていました。 

和田小学校でもほどよいコートができます

ので、これからも自治会等でも大会を計画し、

健康づくりに親睦にいかがでしょうか。 

成績は、以下のとおりです。(敬称略) 

団体；1位 連合(地区役員など) 

２位 中和田Ａ ３位 苙岡Ａ 

  個人；１位 小山田洋 34打 

  ２位 田中市郎、上野浩敏、下野久雄 42打 

  ホールインワン賞；小山田洋、妹尾正信 

           上野浩俊、下野久雄 

 

 

 

 

 

 
ホールインワン！珍プレーに歓声 

2月 11日；高齢者学級閉級式 開催 

「幸齢社会」を目指して 

1 年間よく学び、親睦を深めました 

27年度学びのまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反省と課題では、70 代の参加者が少な

いので各自治会に参加を呼びかけ、「高齢

社会は今より進むこと、孤立するお年寄り

をなくするためにも、なお一層、高齢者学

級の重要性は高まっていること」を再認識

してもらい、加入を促進することになりま

した。 

現在の学級生は、瀬谷自治会４名、中和

田自治会 11名、下和田自治会 20名、苙岡

自治会２名 計 37名です。 

どなたでも、参加できます。特に、現在

参加のない苙口、助代、上和田自治会の方、

加入して学びと仲間づくりを楽しみませ

んか。1 人でも加入できます。 

ただ、年を重ねるのでなく、楽しく年を

重ねる「幸齢者」を目指しましょう。 

 3月 11日；婦人学級閉級式 開催 

  エンディングノートで 

 「ぴんコロ」から「あんコロ」へ   

  閉級式では、はじめに、介護保険課 

牧瀬裕美保健師により、「最後まで自分

らしく生涯を終えるために」と題し、エ

ンディングノートについて学びました。 

  エンディングノート作成の意義は、 

①自分に万一のことがあった時も、家族

が困らない。 

 ②日常生活の備忘録としても使える。 

 ③家族に対する自分の愛情(思い)を伝

えることができる 

 ④作成することで、自分の人生を振り返

るきっかっけに 

  人生の目的意識、目標を持つことで、

脳の動きを守り、認知症予防にもつなが

るそうです。 

  エンディングノートに興味のある方

は、地区公民館に残部少々あります。 

 エンディングノートで「ぴんぴんコロ

リ」から「安心してコロリ」へ 

 

「エンディングノートで充実した人生を」 

   27年度学びのまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

５月のゴミ問題の学習は、ゴミ減量に

取り組む市の事業が 27 年度スタートし

たこともあり、婦人学級で学んだことを

さっそく活かせました。 

  和田地区では、ゴミ減量「生ゴミの堆

肥化」事業に、苙口・上和田・中和田・

下和田自治会が取組んで成果を上げて

います。まだ、取り組んでいない自治会

の皆さんも取り組んでみませんか。 

 28年度も魅力あるプログラム 

  28年度学習では、「フラワーアレンジ

メント」「健康体操」「音楽レクレーショ

ン・ミュージック」「介護」「おれおれ詐

欺などの消費トラブル解決法」「研修視

察」などの提案がありました。自治会に

よって婦人部員の参加が少ないので、お

互い参加を呼び掛けことになりました。 

  元気のある地域には、元気な仲の良い

女性グループの存在があります。 

女性パワーで和田を元気に！ 

婦人学級への参加をお待ちしています。 

(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 

５月～「介護保険制度」について、

グラウンドゴルフ 

７月～講話「安心して死ぬ、死ぬの

ではない生まれるのである」 

８月～先祖追弔会、講話「戦後 70

年その時の和田」 

9月～グラウンドゴルフ 

10月～研修視察 東郷記念館、 

てまひま堂、世界遺産登録の仙

巌園・尚古集成館 

11月～和田小の秋祭り、読書祭り高

齢者とのふれあい給食 

 

５月～「1 日 100 ㌘ゴミを減ら

してみませんか」 

６月～「健康体操」 

７月～「口腔ケア」について 

９月～「音楽レクレーション」 

10月～研修視察 薩摩金山蔵、 

薩摩藩英国留学生記念館 

 11月～手芸 文化祭出品作品制作 

敢闘賞 地頭所サチ子さん「いく

つになっても楽しみます。」 

 

敢闘賞 

 



 


