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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

1 月の行事予定

６

第 3 回地区公民館運営委員会が 12 月 7 日に
開催されました。今回は、主要行事の反省と
今後の事業などについて協議されました。

・ＰＴＡバザーのカレー券を使ってい
ない。昨年もあり、来年以降は配布方
法を検討する必要がある。
・役員などをしていると商品券を使う
時間が限られる。ひまわり館でも使え

１ 小学校・地区合同秋季大運動会：
船間校長先生・橋口体育部長
・天気の悪い中でしたが、地区民のみなさん、
教職員協力のもと、閉会式まで行うことが
できました。
・短距離走の時、呼称して返事をするが、声
が届かない。児童にマイクを持たせ、自分
で学年・名前を言わせてもいいと思う。

たらありがたい(期限を定めて)
・片づけの時に人数が少なく感じた。
以上の反省を次年度へ活かしていくこ
とを確認しました。
４ ソフト事業の進捗状況について
ソフト事業（2,435,000 円）は、現在
まで 7 割程度の執行額となり、計画さ
れた事業は、概ね執行されています。

書」を各自治会でどのように活かしていく
か。若い人を、地域の後継者を残し育てる
には、地域も変わる必要があります。
②各自治会高齢部の組織化を急いで
「いきいきサロン」「筋ちゃん広場」の
取り組みを。「筋ちゃん広場」を実施して
る自治会に参加し体験してみてください
中和田自治会；水曜日 13：30

・地区種目の招集・編成が整ったのか分から
ず、放送のタイミングや入場に戸惑った。
２ 第 55 回市民駅伝競走大会：橋口体育部長
・今年も、小・中学生を主体としたチームで
Ａチーム４位、Ｂチーム 10 位の成績だった。
・練習会は、平日 1 日の練習となったため、
雨で中止になることが多々あった。来年は、
平日 2 日の練習がよいのでは。

公民館では館内倉庫を小会議室に改
修したため、外に倉庫を設置（テント
などを収納）
スクリーンカーテンを購入、夏祭り
や文化祭などの着替えの時に仕切りと
して利用します。
５ 今後の事業について
保健福祉部・体育部から

下和田自治会；木曜日 13：30
７ 地区公民館役員選考委員会設置
26
平成 30 年度は、地区公民館役員改選の 27
年にあたり公民館役員選考委員会内規に 28
基づき、役員選考委員会を設置。
８ 児童館閉館に伴う備品等の処分
※公民館年末年始閉館のお知らせ※
児童館と地区公民館の所管が違うので、
地区公民館は 12 月 29 日（金）～
所管替えが必要。地区公民館で必要な備品
平成 30 年１月３日（水）まで閉館いた
があれば地区公民館へ移管します。
します。
なお、廃棄備品は自治公民館を対象に払い
今年も夏祭り、運動会、文化祭などい
下げることが可能ですので、各自治会長さ
ろんなイベントがあり充実した一年と
んと検討していきます。
なりました。
特定健診受けましたか？
みなさんは、いかがだったでしょうか。
今年一年、地区公民館役員・運営委
地区では、健診受診率 70％以上を目指
員・地区民のみなさん大変お世話になり
しています。11 月末現在受診率 54.6％で
ますた。
す。「早期発見・早期治療」が「元気で長
来年も今年同様よろしくお願いしま
す。
生きできる」秘訣です。早めの受診を！

第 3 回地区公民館運営委員会報告

・体育部を中心に自治会長さんや保護者の 『健康づくりウォーキング歩こう会＆
方々が伴走に付き事故なくできた。
グランドゴルフ大会』
３ 第 25 回地区文化祭について：櫨木保健福
期日；平成 30 年 2 月 19 日（日）9：00
祉部長・田中総務教養部長・栫井青壮年部
当日は、県下一周駅伝が行われ 9 時
長
20 分頃、苙岡を通過します。その応援
・健康づくり体験を一緒に行ったことはとて
を行い、延期となっていました、グラ
も良かった。来年も是非。
ンドゴルフ大会を行います。また、詳
・予定時刻を大幅に超えた。タイムスケジュ
細は、後日回覧板等でご案内いたしま
ールをしっかりとしていく必要がある。

す。 各地区の郷土を代表し力走する
選手にご声援をお願いします。

地区の懸案事項を各自治会の初総会
で話し合って
①提言書の活用を
若者の定住促進を図るために
「より良い和田地区づくりのための提言

やさしいまち

日
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曜
行 事
月 ○元旦
日 消防出初式慰労会 16:00
月 ○成人の日
楽しいハーモニカ 10:00
金 文書発送
火 やさしい園芸教室 10：00
ヨガクラブ 20：00
木 要支援者情報マップ作成検討
委員会 19：30
金 たのしい料理教室 10：00
月 生け花同好会 9：00
火 にこにこ健康体操 10：00
木 第２回役員・自治会長・地区専
門部長・副部長合同会 20:00
金 文書発送
土 カラオケ同好会
日 Ｌｅｔ‘ｓ ｅｎｊｏｙ 10：00
骨盤体操・エアロビクス
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和田地区未来会議話し合いの内容

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/576 人

男性/274 人

在鹿和田会総会・懇親会開かる

第４期地区振興計画策定にあたり、未来会
振り返りを各分科会で行いました。これまで
の話合いの内容をお知らせします。
・定住を促進するために空き地対策に力を入

・筋ちゃん広場の普及啓発
・歩こう会開催

ら、地区公民館までお寄せください。

【第２；健康づくり・高齢者対策部会】継続

・健康セミナーは文化祭と同時に
・いきいきサロンの立ち上げに協力を
・一人暮らし高齢者の生活支援策（買い物・
ゴミ出し）
【第３：景観形成、環境づくり、産業の振興
部会】継続
・サポーター倶楽部；山間部の自治会は高齢
化が進み、伐採作業が困難になっている。サ
ポーター倶楽部で支援できないか。今後ます
ます倶楽部の活動は重要になる、充実を。
・田中城跡は、整備してもなかなか上りにく
い、車の進入路は開設できないか。
・苙口瀬谷線に看板設置（ゴミのポイ捨て）
【第４：地域文化の振興（夏祭り・文化祭・
伝統芸能）部会】継続
・花火大会は寄付などをもらいもっと盛大に
・出演者の謝金をもっと充実してほしい

地区公民館にクリスマスツリー☆

新装の小会議室で分科会；意見がはずみます

これを参考に、第４期地区振興計画
を策定していきます。第４回未来会議
では各事業項目ごとに予算化し審議し
ていただきます。ご意見等ありました

は地区外の参加など間口を広げたらどうか

29.12.1 現在

てくれました。地区公民館が華やかにな
り、季節を感じることができます。

【第 1；定住促進部会】継続

・子育て支援(わだっ子サークル、児童クラブ)

世帯数/300 世帯

地区公民館に大きなクリスマスツリー
が飾られました。
児童クラブの子どもたちがきれいに飾っ

議を開催しています。第３期地区振興計画の

れ、新築支援など検討してはどうか。

女性/302 人

和田小の校歌を唄い地元愛を感じました

和田小 PTA 会員、地区内の乳幼児を持
つ保護者、地区役員、自治会長、学識
経験者などの方々を中心に検討委員会
を開催しています。
第 1 回目は、これまでの地区、和田小

ふるさと「和田」、「和田小学校」は、
心の励み・よりどころに
昭和の初めころからの永い歴史を持つ
在鹿和田会総会・懇親会が 11 月 25 日吹
上砂丘荘で開かれました。
県内各地から地区出身者が 27 名の参加
があり、和田地区からは、地区役員、自

学校の経過や小規模校のメリット・デ
メリットなどについて
第２回目は、小学校が統合した場合、
存続した場合の子どもたちや地域に及
ぼす影響について話し合いました。
地区としては、将来の地域の発展に
結びつくような決断をし、その決断に
対して子どもを持つ保護者だけでなく

治会長さんなど 17 名が出席しました。
懇親会では、会長の赤塚正三さん（中
和田出身）のあいさつ、山之内館長から
は和田の現状、田平教頭先生からは和田
小学校の現状の紹介がありました。
在鹿和田会の皆様には地区運動会や文
化祭にも参加・協力していただき地区と
しても、故郷を愛し、思ってくださるこ

地域全体で取組む覚悟が重要であるこ
とを確認しました。次回は、2 月に開催

とはとても嬉しく思います。
今後も交流を重ね、人との繋がりを大
事にしていきたいものです。

小学校の在り方検討委員会開催

公民館にクリスマスツリーがお目見え

朗報；吹上中学校持久走大会
和田小卒業生の上位入賞に沸く！！
12 月９日、吹上中学校で持久走大会が
行われました。
男子の部で、榊拓士さん（1 年 苙岡自
治会）が２位、
女子の部で、浜畑春菜さん（２年 上和
田自治会）が１位、下野真歩さん（１年 中
和田自治会）が２位と和田のワンツーフィ
ニッシュで優秀な成績に輝きました。
また、来年への飛躍が期待されます。
（裏面に続きます。１月の行事予定表も）

