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長い歴史を刻む
「和田地区サポーター倶楽部」発足
地区先祖追弔会開催
さっそく、和田児童館の環境整備に汗
8 月 16 日（日）先祖追弔会が開催されました。 先に地域づくりの応援をしてくだるサポ
今年は法泉寺住職 櫟 重誓 先生と、法泉寺 ーターを募集しましたところ、19 名の参加
分教場 今村 大海 先生をお招きして、開催 をいただきました。名称は「和田地区サポ
されました。
この先祖追弔会は、戦前より和田地区に続く
もので、かつての和田小学校の同窓会は、帰省
の方を交えお盆に開き、この際に先祖を敬い、
弔う行事として始まったそうです。その後、
親和会（現在の地区公民館の前身）に継がれ、
今日に至っています。歴史ある行事です。大切
につないでいきましょう。（今村大海先生談）

ーター倶楽部」としました。
さっそく、7 月 25 日（土）は、和田児童
館の庭木の剪定や除草作業に取り組んでも
らいました。夏休みに入り、子どもたちが
安全に安心して遊べるようにと環境整備を
行ったところです。長く手入れをしていな
かった樹木などさっぱりとし、風通しも良
く見違えるようになりました。

戦後 70 年記念講話
第２回目の活動は、美しい景観づくりの
オリンピック作戦で、和田も戦場に
一役買おうということで、８月 22 日（土）
今年は、戦後 70 年を迎える節目の年にあた
に和田の名所になりました堀川河川堤防の
り、法要の後に「終戦から 70 年、その時の和田」 「彼岸花ロード」の手入れを実施。
と題し、下和田出身の下園重男さん（83 歳）が
９月の花のシーズンが楽しみです。
講話をされました。
サポーター倶楽部の皆さんありがとう。
戦時中、特に大戦末期の和田地区の状況などに
ついて話されました。戦時中は、薩摩半島でも、
米軍の空襲や、本土決戦に向けた軍の動きがあ
り、かなりの数の軍人が防衛隊として駐屯して
いたようです。和田には、阿蘇の部隊 2,000 人
ほどが駐屯、当時の和田の人口 1,100 人で女性
と子どもが大部分でした。終戦が２カ月遅かっ
たら、吹上浜などへの米軍の上陸が実施され、
和田も戦場となり、現在の暮らしは・・・・
平和のありがたさをつくづく思うお話でした。
先日、23 日の南日本新聞で『南九州の上陸計画』 彼岸花の咲くのが楽しみ、ほっと一息
と米軍の作戦が詳しく紹介されています。
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ろげよう読書 感動あふれる 学びのまち
わやかな汗 心と体きたえる 健康なまち
もろう決まり みんなでつくる 安全なまち

やさしいまち

サポーター倶楽部では、会員募集中です 和田小・地区合同運動会は、
少しでも地域づくりの役に立ちたいと
9 月 27 日（日）開催
思う方、随時、加入は受け付けています。 健康に良い汗を、地区外の出身者の方
作業は自分の都合のつく時でよろしいで も参加大歓迎！呼びかけを
９月の行事予定
す。なお、活動日は月 1 回程度、土曜日
日 曜
行 事
の午前中を予定しています。
4 金 婦人学級 20:00～
「音楽レクレーション」
ホームページ作成に
７ 月 保健福祉部会 20:00～
あなたの力を貸して！
８ 火 食育サークル 9:30
作成プロジェクトメンバー募集中
ヨガクラブ 20：00
あなたの写真や原稿を世界の和田出身者 9 水 脳トレ・筋トレ講座 9:30～11:30
に発信してみませんか！
11 金 文書発送
12 土 カラオケ 19:30
ホームページの作成に着手
13 日 楽しく子育て教室
地域の情報を広く地区内外に発信し、
「親子クッキング」10:00～12:00
和田の魅力を伝え、地区出身者の方や一
15 火 運動会賞品準備 20:00
人でも多くの人に関心を持ってもらうこ
18 金 男性料理教室 10:00～
とを目的に開設します。
19 土 高齢者学級グランドゴルフ
ホームページは開設しても記事や写真
15：00～ （雨天９月 20 日に）
が更新されないと見てもらえませんし、 20 日 和田小学校グラウンド整備 7:30
目的を達成することもできません。
健康づくりセミナー9:30～12:50
インターネートに興味のある方、あな 21 月 ○ 敬老の日
たの写真や記事を全国に世界に発信して 22 火 ○ 国民の休日 ヨガクラブ
23 水 ○ 秋分の日
みませんか。
25 金 文書発送
新たなビジネスチャンスが、出会いがあ
26 土 カラオケ 19:30
るかもしれませんよ。
27 日 和田小・地区合同運動会
和田をどうにかしたい、和田を盛り上
役員集合８;25 開会式８:４５
げたいと思う方なら地区内外を問いませ 28 月 生け花 9：00
ん。 和田地区公民館（099-296-3031） ※台風 15 号被害、大変でしたね。
までご連絡を
倒木処理に各自治会の青壮年の皆さん
和田消防団の方々いち早く出動していた
だきありがとございました。
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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

7 月 28 日開催；産業部会報告

調理が面倒、誰でも作っている、量が多い、 ハッピ姿での多数の参加、などなどより楽しく、思い出に残る夏祭りとなりました。
生食に不向き、子どもが嫌い。
祭りの最後には、西酒造株式会社様協賛による花火が打ち上げられ、夏の夜空に大輪
「スナップえんどう」を地域特産物に
また、マルチネット資材など有効に使い、 の花を咲かせ、おおいに彩りをそえて、盛り上がりました。
第 3 期地区振興計画の「産業の振興」分野で、 地温の低下、肥料の流亡防止、防風、防虫
地域特産物を創出し、ひまわり館の売り上げ拡 対策により、省力化や、野菜の生産安定、
大により地域の活性化を目指す活動が始まり
品質の向上を図れる。特に野菜作りでは、
ました。
市の園芸振興品目である「スナップえんどう」
の早植え栽培に取り組みます。
産業部では、栽培者を募り、中和田の田中政
司さん、下園忠男さん、下和田の地頭所衛さん
の 3 名がチャレンジすることになりました。
地区では、資材代等の一部を助成します。
圃場には栽培の状況を掲示いたします。興味の

アブラムシなど対策に白黒マルチなど有効
である。」など有意義なお話しがありまし
た。

ある方、栽培してみたい方は圃場をみて参考に
してください。早期水稲の後作としても最適で
す。
なお、スナップえんどうの普通栽培の種まきは
10 月下旬からです。今からでも間に合いますの
で、少しずつでも挑戦してみてください。

和田小児童の、
『ひまわり竹太鼓』でオー
プニング、ひまわり団地などの幼児を中心
に「わだっ子」のおゆうぎ、和田児童クラ
ブのダンス、中学生による元気なロック吹
上、ラマラマチャンテによるマレーシアダ
ンス、英流 鶴尚峰会による日本舞踊、カ
ラオケ同好会による演歌、各自治会自慢の
ダンス、歌、演奏など、幼児から大人まで

秋野菜栽培講習会開催
マルチ資材など有効活用で生産力アップ
8 月 5 日 産業部とひまわり館野菜部合同の
秋野菜の栽培講習会が開かれました。講師は、
市営農技術指導監 内田先生です。
ひまわり館での新鮮野菜のニーズは高く、ほ
とんどが午前中で売れてしまい午後まで品物が
持たない状況にあることから、地域を挙げての
生産拡大が望まれているところです。

第２２回和田地区夏祭り盛大に開催
好評！送迎タクシー
8 月８日（土）第 22 回和田地区夏祭りが、
開催されました。

和田小児童のひまわり竹太鼓

下野照男さん、下園ひろみさんの楽しい司会

地区の皆様が一体となって取り組み、バラ
エティーに富んだ出し物と多くの観客で、
大いに盛り上がりました。
「おやじバンド」によるべンチャーズ曲集
ハッピ、ゆかたで総踊り
宮路市長も駆け付けてくださり励ましの
今年も、出演者、青壮年部をはじめ地区の皆さんのご協力でおかげで、夏祭りを盛
ことばをいただきました。
大に開催することができました。準備から後片付けまでありがとうございました。
また、今年は地区振興計画のソフト予算 印象に残る、楽しい楽しい夏祭りでした。
を活用し、地区の皆さまに夏祭りをより楽
8 月 25 日に開かれた地区運営委員会では、今村青壮年部長より「ソフト事業による
んでいただけるプランも盛り込みました。 活用で、新たな催しもあり例年になく盛り上がり良かった。」また、在鹿和田会の窪園

講習会では、「売れ行きの良い野菜として、
遠距離の高齢者の方への送迎タクシーの
副会長さんからは「地区出身者も夏祭りを楽しみに帰省して参加しており、和田会と
調理が簡単、日常的に利用するもの、核家族に 運行、出演者の方への謝礼として商品券に しても地区運動会や地区文化祭と同じように出演など参加していきたい」旨の意見が
向く、旬のもの。売れ残りの多い野菜として、 よる出店での買い物、総踊りでの、ゆかた、 ありました。
（９月の行事予定は、裏面をご覧ください。）

