
        

公民館だより 

和   田 その 2 

第 264号 

平成２８年 8月 26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/  

  保健福祉部・体育部合同部会報告 

「元気に長生き」健康長寿社会を目指し 

「健康づくりセミナー」を開催します。 

  ８月 19日（金）に保健福祉部と体育部の合

同部会が開かれ、10月９日（日）に健康づく

りセミナーを開催することになりました。       

かねて、仕事に忙しく特定健診の受診率の低

い働き盛りの 40歳代から 70歳代前半の皆さ

んに健康に対する関心を高めてもらうことを

目的としています。  

 ◎日時 平成 28 年 10 月９日（日）9 時 30 分 

◎場所 和田地区公民館  

◎プログラム 

 9:30 受付；体組成計で、あなたの筋肉の量

を計り、体力づくりのめやす、参考にします。 

 測定希望の方は、お早めに来場ください。 

  昨年のデータをお持ちの方は、持参を 

 10:10 講演「口腔予防について」 

    口は、健康な体作りのへの入口です。 

    歯科衛生士の先生より、学びます。 

 11:10 発表；下和田自治会「筋ちゃん広場」 

健康寿命を伸ばし、寝たきりにならんため

に下和田自治会では、住民主体で行う「筋ち

ゃん広場」に４月から取り組んでいます。そ

の成果を発表してもらいます。 

  詳しい案内は、9月 9日の自治会発送でお知

らせします。 

  健康への関心は、元気な時から、 

皆さんの参加をお待ちしています。 

 9月は、特定健診受診月間 

特定健診受診率７０％の達成を 

特定健診受診率（平成２８年６月末現在） 

自治会名 資格 受診者 受診率 

苙 口 11 7 63.64％ 

瀬 谷 6 3 50.00％ 

助 代 8 8 100.00％ 

上和田 14 10 71.43％ 

中和田 29 19 65.52％ 

下和田 30 22 73.33％ 

苙 岡 40 24 60.00％ 

70％達成している自治会はさらなる

達成率を。まだ、70％達成していない

自治会はご近所同士声掛けをしていた

だき、ぜひ健診を受けてください。ま

だ、大丈夫と思ってる方もいるかと思

いますが、何かしら早期発見へと繋が

ります。自分たちの健康は自分たち

で！！ 

ムクゲの苗木をいただきました 

上和田の下野勝芳さんよりムクゲの 

苗木をいただきました。 

 さっそく、公民館の道路沿い（看板側）

に植えさせていただきました。今では、か

わいいピンク系の花が咲きました。 

ムクゲは８月から９月が花期といわれ、花

ことばは“繊細な美”です。まさに繊細な

花が一輪咲きました。今からどんどん花を

咲かしてくれることでしょう。(*^_^*) 

公民館の花壇のひまわりも和田の象徴

といえるほど大きく育ち、今は新芽が出て

きています。これも昨年同様、秋口に咲く

のでは・・・ 

10年後の和田地区・我が自治会は・・・ 

和田地区の人口（平成２８年８月１日 現在） 

自治会名 男（人） 女（人） 合計（人） 

苙 口 19 21 40 

瀬 谷 6 15 21 

助 代 10 17 27 

上和田 49 50 99 

中和田 49 49 98 

下和田 61 70 131 

苙 岡 88 90 178 

合 計 282 312 594 

和田地区の人口数です。 

10 年後の和田地区・我が自治会はどうな

るか。地域の後継者を育て、残す努力を 

お互い考えましょう。行動しましょう。 

 空き家の活用を、 空き家調査を行いまし

た。地区内には、今なら住める空き家がたく

さんあります。 

空家の登録をお待ちしています。 

和田小・地区合同運動会は、 

9月 25日（日）開催  
健康に良い汗を、地区外の出身者の方

も参加大歓迎！呼びかけをお願いします 

 

９月の行事予定 

日 曜 行  事 

9 金 文書発送 

和田小・地区合同運動会 

プログラム発送 

10 土 カラオケ同好会 20:00 

13 火 食育サークル 9:30 

ヨガクラブ    20：00 

14 水 脳トレ・筋トレ講座 9:30 

16 金 男性料理教室  10:00 

17 土 楽しく子育て教室（ヨガ） 10：00 

高齢者学級グランドゴルフ 

15：00 （雨天は中止） 

18 日 和田小学校奉仕作業 

19 月 ○ 敬老の日 

20 火 運動会賞品準備 

ヨガクラブ  20：00 

21 月 ○ 敬老の日 

22 水 ○ 秋分の日 

23 金 文書発送 

24 土 カラオケ同好会  20：00 

25 日 和田小・地区合同運動会 

役員集合８;25 開会式８:４５ 

26 月 生け花同好会   9：00 

 今年の夏は異常気象？ 

 暦の上では、立秋を向かえましたが、

まだまだ暑い日が続きます。 

 水分補給・塩分補給で厳しい残暑を乗

り切ってください。 

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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 第２３回 和田地区夏祭り開催！！ 

 ８月１３日（土）お盆入りの日、第２３回  

和田地区夏祭りが、開催されました。 

伊作太鼓踊り和田保存会の皆さんが来年、

奉納に際し、備えようと太鼓踊りをオープニ

ングに披露しました。 

毎年恒例の灯ろうコンクールに 今年は夏

祭りポスターの表彰も行われました。 

伊作太鼓踊り  来年は和田地区の奉納！ 

和田小学校児童の夏祭りポスター作品を展示 

舞台発表も大いに盛り上がりました！！和

田小学校児童による『ひまわり竹太鼓』に、「わ 

だっ子サークルのおゆうぎ、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、和田小おやじの会、各自

治会青壮年部自慢のダンスに歌、幼児から大人まで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なりました。（詳細はホームページにて） 

ひまわり竹太鼓 2016  水の力～自然の声をきこう～  「わだっ子サークル」のかわいいおゆうぎ 

中学生によるロック吹上          お孫さんに衣装を借りて…歌声披露♬ 

日置市長、吹上支所長も駆け付けてくださり励ましの言葉をいただきました。 

今年も地区振興計画のソフト予算を活用し、高齢者の方への送迎タクシーの運行

や総踊りでの、ゆかた、ハッピ姿で踊った方への『祭り盛り上げ賞』、などより楽し

く、思い出に残る夏祭りとなりました。 

「夏祭り」の盛り上がりは、地域の元気のバロメーターと言われます。 

より良い和田づくり、ふるさとづくりにつなげていきましょう。 

お盆で帰省の皆さんも みんなで総踊り♪ 

和   フィナーレは、西酒造㈱協賛 花火大会 

       和田の夜空に大輪の花 

今年も青壮年部・婦人部をはじめ地区の

皆さんのご協力のおかげで準備から後片づ

けまで事故なく無事、夏祭りを盛大に開催

することができました。 

とても楽しい夏の思い出、夏祭りでした。 

ご参加いただいたみなさん、ありがとうご

ざいました。 

 （９月の行事予定は、裏面をご覧ください。）  
 

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/594人 男性/282人 女性/312人 世帯数/307世帯 28.8.1現在 

 


