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平成 29 年度 研修視察
～湧水町 上場地区・上場小学校～
７月 8 日（土）に研修視察として、湧水町の
上場地区・上場小学校にて研修を行いました。
今回は、地域と小学校が一体となって活動
し、小学校存続に取り組む地区に学びました。
上場地区は、177 戸 360 人、高齢化率 44％
と高齢化が進む地区です。

児童数 20 名の上場小学校

校長先生より学校説明

湧水町では、学校を拠点とした地域づくりを
進めており、
「小学校がなくなったら地域のコ
ミュニティーの‘火’が消える」
「学校なくし
て地域づくりはあり得ない」という視点から
町政を進めてきたそうです。
上場小では一時期、児童数が一桁となり、
地域が強い危機感を持ち、地域・町当局・学
校が一体となり取り組んできたそうです。
現在では、空き家を活用した移住者の受け
入れや町営住宅の建設、特任校制度の活用に
より今年の児童数は、20 名になっています。
特任校制度は、平成 23 年度から実施、町か
らの補助制度もあり、現在は２名が通学。

第 275 号
平成 29 年 7 月 28 日発行

お

おひさま運動
はようの声ひびく 思いやり育てる

日置市吹上町和田地区公民館
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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

小規模校の良さは、幅広い年齢の方
とのふれあいが多いこと
質疑の中で、小規模校への不安につ
いて 吉留孝信教育長（吹上出身）が
お話ししてくださいました。
「小さな学校だからこそ、毎日、子
どもたちが主役である。そして、地域
ぐるみで子どもたちを育て、各種行事
を通じて高齢者や幅広い年齢の方と触
れる機会が多いことにより、社会性や
多様性が自然と身に付く」のだそうで
す。
上場小、児童数８名に危機感を持ち
上場地区の区長 園田博志さんに
地区の概要や取り組みについて伺いま
した。
上場小学校は８年前、全児童８名と
なり、統合への危機感を感じ、小学校
が統合した地区へ視察に行かれたそう
です。視察先で、話を伺うとみなさん
口を揃えて、「統合は失敗だった・・」
「学校が無くなると地域は消滅する」
と聞かされ、これではいけないと
ご自身の鹿児島市のお孫さんを入学さ
せたり、空き家を活用して子育て世代
の方に入居してもらうなどいろいろな
対策をとられてきたそうです。
学校への支援としては、学校の環境
整備、資源回収への協力、ソーメン販
売への協力、地区民が PTA に準会員と
して加入、運動会へ還暦同窓会の参加
者には寄付金を募るなど資金面からの
支援もしています。
上場地区では「支援は惜しまない、
運営面には口出さない」という方針で
取組んでいます。

水土里クラブを活用し、
小規模集落の環境整備

やさしいまち

ひまわり館『新米祭り』
８月 11 日（祝日；金）9:00～ 開催
早期水稲の収穫の時期を迎えました。
ひまわり館では、新米祭りを開催します
新米おにぎりの無料配布や新米量り売
りなどあります。
「じゃがいも詰め放題」やボンボン釣り
もあります。是非、ご来場ください。

８月の行事予定
日 曜
行 事
1 火 やさしい園芸教室 10：00
ヨガクラブ 20：00
5 土 Ｌｅｔ‘ｓ ｅｎｊｏｙ
関東上場会から送られた横断幕を前に
（フィットネス フラ） 11：00
上場地区では、水土里クラブの交付金 6 日 伊作太鼓踊り矢旗張り 9：00
は、地区全体の作業に使っており、小規模 ７ 月 たのしいハーモニカ教室 10：00
集落でなかなかできない箇所の作業を、行 10 木 文書発送
12 土 第 24 回地区夏祭り
い大変助かっているとのことでした。
花火大会 18：30
作業参加者へは日当を支払い（時給 800
16 水 地区先祖追弔会 13:30
円）よく参加してくれるそうです。
18 金 たのしい料理教室 10：00
和田地区での、水土里クラブの活動は、 19 土 伊作太鼓踊り汐浜入り 9：00
各自治会が主体で行っています。今後、高 21 月 生け花同好会 9：30
齢化の進むなか一自治会では作業困難な 22 火 にこにこ健康体操教室 10：00
第 3 回 地区役員会・総務教養
場所などは、地区全体で取組むなど考えて
部会 20:00
いくべきでしょう。作業参加者への日当の
25 金 第 2 回地区公民館運営委員会
支払いは、各自治会で異なります。上場地
20:00
区のように交付金制度の趣旨をふまえ、作
和田小・地区運動会について 他
業従事者にきちんと支払うことで気持ち
文書発送
よく作業に参加してもらえるのでは・・・ 26 土 カラオケ同好会 20：00
今回の研修で、小学校の大切さを再認識 27 日 伊作太鼓踊り支度揃え 14：00
する共に若者の定住化のためには自治会 28 月 伊作太鼓踊り奉納・巡回披露
7：30
運営の改善が必要なことを学びました。
29 火 伊作太鼓踊り巡回披露 8：00
和田地区でも本気に取り組みましょう。
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吹上地域女性ふれあい大会
和田・吹上・平鹿倉チーム 優勝！！２連覇
7 月 1 日（土）吹上浜公園体育館において
第 34 回吹上地域女性ふれあい大会が開催され
ました。今年も和田地区からはたくさんの方
に参加いただき連覇を目指し大いに盛り上が
りました。
大会は、各地域対抗でゲームを競い合い、
和田地区は吹上地区と平鹿倉地区との合同チ
ームで挑み、女性のパワーを発揮しました。
結果は坊野地区との接戦でしたが・・・
皆さんの頑張りもあり、見事２連覇を達成し
ました。

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/
和田小水泳大会の応援に
子どもたちの力泳に元気もらう
７月５日、和田小学校の水泳大会も行
われ高齢者学級の方々をはじめ、地区民
の皆さんが頑張る児童の姿に声援を送
っていました。

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/579 人

男性/277 人

婦人学級研修視察 in 出水市
毎年恒例の婦人学級研修視察。今年は
７月６日（木）に行いました。
総勢 18 名で今年５月にオープンした出
水市の麓歴史館を見学、武家屋敷を散策
しました。
出水の武家屋敷は知覧ほど有名ではあ
りませんが、歴史は古く戦国時代末期に
多くの武士をこの地に住まわせたもので
した。敷地も広く屋敷内を見学するのに
も時間が足りないくらいでした。

同じ日に小学校では第１回学校保健
委員会が開催されました。
今回から、保健推進員さんを中心に地
区の方々にも声を掛け参加していただ
きました。日置地区消防組合署員より、
講話を聴き、心肺蘇生法（ＡＥＤを含
む）・救助法などの講習を受けました。
武家屋敷の歴史にみなさん関心がありました

帰りには
日本一大
きい鈴と
小さな鈴
のある
箱崎八幡
『あなたは 119 番・救急車をお願いします』
今年は瀬谷からも参加いただき、優勝できました！！

自治会でも もしものために繰り返し訓練を

世帯数/299 世帯

29.7.1 現在

児童クラブ、地区公民館で新たなｽﾀｰﾄ
夏休みに入り、和田児童クラブは地区
公民館で開設しています。子どもたちが
出入りします。地区公民館へ車で出入り
の際は注意をお願いします。ご協力を！
より良い和田地区づくりのための
アンケートまとまる
アンケート配布人数 185 人
回答された方 67 人 回答率 36.2％
今回のアンケートは、60 歳以下の方、
最近、和田へ移住、転入された方を対象
に行いました。アンケートにご協力いた
だいた方々に感謝申し上げます。
提言書検討員会では、このアンケート
結果をもとに 7 月 15 日、22 日に検討委員
会を開催しました。
自治会活動への改善要望多く
自治会活動については負担が多く重荷
に感じてしまうことや草払いなどの作業
の在り方。特に欠会費制度は、無い地域
から来た方には強い抵抗感があります。

子どもたちの頑張る姿に元気をもらいました

堂々とした選手宣誓披露（苙岡：福添悦子さん）

女性/302 人

神社にて
参拝しま
した。

小学校の在り方については、和田地区に
とって大事な問題です。アンケート結果を
もとに、提言書を作成し第４期地区振興計
画の参考になればと考えています。
次回は、小学校ＰＴＡ関係者も交えても
っと濃い内容の検討委員会を行っていき
ます。ご協力のほどお願いします。
アンケートの詳報、検討委員会の内容
は、特集号を後日、出す予定です。
(8 月の行事予定は、裏面へ)

