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ひ
さ
ま

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

第４回運営委員会報告（3 月 7 日開催）
第４期地区振興計画ソフト事業
平成 30 年度活動の成果と課題
地区の基本理念「ずっと住み続けたい地域を
目指して」の目標にもとづき今年度も活動して

②景観作業の多い自治会へ支援開始
課題①高齢者や若い世代の負担軽減に
繋がる活動はできないか。
②定年退職された方の社会貢献の場と
してサポーター倶楽部会員の再募集

きました。それぞれの反省と来年度へ向けての
課題等の報告をします。
重点１；定住促進（人口減少対策）
成果①登録の空き地管理は適切にできた。空き
家登録１件増。（現在、バンク登録４件）
空き家の問合せがあるものの物件が不足
②転入された方へ自治会とのつながりを込め
て記念品贈呈２件（苙岡・下和田）

重点４；地域文化創出
成果①夏祭り・文化祭の充実ができた。
②文化祭の午前開催により参加しやす
くなった。バザー出店者の増
課題①参加者が固定化する傾向にあ
る。お互い参加への声かけを促す。
②送迎タクシーの利用を勧める。
重点５；産業の振興

③出生祝い記念品贈呈１件
課題①空き家・空き地の登録が少ない。所有者
への声掛けが必要。市の空き家バンク登録制
度により、入居希望者の問合せも多い。所有
者に貴重な財産を活かしてもらう理解を
重点２；健康福祉（安心して元気で長生きを）
成果①健康づくり歩こう会、スポーツ大会の開
催、認知サポーター養成講座の開催

成果①園芸講習会の開催
②参加券をひまわり館商品券の利用
で利用者の拡大、ＰＲにつながった。
課題①野菜栽培農家の減少に対策必要
②ひまわり館は、地区の要望により開
設した創設時の原点に立ち返り取り組
む必要がある。地区唯一のお店です。
重点６；地区公民館活性化

②各自治会でいきいきサロンの定着してきた
課題①筋ちゃん広場の普及⇒地区として推進支
援策としてポイント制導入を
②特定健診受診率が低下傾向にある。啓発
の強化策を⇒対策として健康標語の募集を
課題③各自治会高齢部の組織化がむずかしい
一人暮らし世帯が多くなると身近な自治会で
のつながりの重要性を認識してもらう努力を

成果①学校応援団を発足（25 名登録）
②公民館スロープ改修工事、国旗掲
揚台の補修、アンプ一式などの購入
課題①小学校と地区との連携の具体
化、どういう支援ができるか。
②コミュニティスクール推進協議会の
検討
③移住・転入者の確保には「より良い

重点３；景観形成（きれいな地域づくり）
成果①サポーター倶楽部の活動が定着してきた

和田地区づくりのための提言書」の実 を１点もらえます。20 点たまりますとひま
現が不可欠であることの認識、理解を わり館で 500 円の商品券として使えます。

筋ちゃんポイントで元気度アップ

やさしいまち

日

曜

4 月の行事予定
行 事

２

火

ヨガクラブ 20：00

４

木

８

月

第 1 回地区役員会・総務教養部
会 20：00
和田小学校入学式 9:50
吹上中学校入学式 12:50

11

木

12

金

16

火

19

金

で年齢に関係なく誰にでもできる運動で

22

月

和田水土里クラブ総会 19:00
地区公民館代議員総会 20：00
ヨガクラブ 20：00
和田小学校転入教職員歓迎会
18：30
生け花同好会 9：00

す。健康づくりはもちろんのこと、週 1 回

25

木

第 1 回保健福祉部会

は顔を合わすことでお互いの交流や仲間

26

金

文書発送

づくりの場にもなっています。

28

日

ひまわり館誕生祭 9:00

29

月

ひまわりの苗プレゼント
（先着 400 名）
祝日；昭和の日

での普及をめざしています。現在、上和田、 30

火

祝日；退位の日

『筋ちゃん広場（体操）』普及推進
ポイントカードが始まります

中和田自治会の皆さん（水曜日午後が楽しみに）

筋ちゃん体操は、若い方から高齢の方ま

地区では、今後、一人暮らしや高齢者の方
が増える中で介護予防と見守り活動ので
きる「筋ちゃん広場（体操）」の全自治会

和田水土里クラブ役員会 19:00
第 1 回地区運営委員会・消防協
力会総会 20：00
文書発送

20：00

中和田、下和田自治会で実施しています。
お試しに参加してみませんか。
4 月からポイントカードスタート！！
筋ちゃん広場に参加するごとにスタンプ

公民館だよりに掲載の写真を
欲しい方は公民館までお知らせ
ください。

第 295 号
平成 31 年３月 22 日発行

公民館だより

和

田

その１

田中城跡頂上・遊歩道に
さくらんぼ・花桃など植栽

第４期地区振興計画（30 年度～32 年度）
地区のテーマ；『ずっと住み続けたい地域を目指して』

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/

サポーター倶楽部会員募集中
あなたの力を貸してください

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/531 人

祝；卒業おめでとう
吹上中生

新たな旅立ち

頑張れ！

男性/253 人

しい景観を維持し「きれいな地域づく
見頃となる日を楽しみにサポーター倶楽部の皆さん

り」
「住みたくなる環境づくり」を推進

3 月 16 日にサポーター倶楽部活動が行われ
ました。田中城跡には、これまで桜とモミジ
の木が植えられています。今回はザボン・さ
くらんぼ・花桃・クチナシの木などをこれま
で伐採して広場になった遊歩道周辺や頂上に
植栽をしました。四季折々の花が咲いたりや

することを目的としています。

実の稔る頃には田中城跡に登る楽しみが増え
ました。登り口の手すりもペンキを塗り直し
景観を良くしました。
年々田中城跡の景観が良くなり毎日の散歩
コースに取り入れる方や入口の階段をリハリ
ビとして利用している方もいるようです。
以前と比べて遊歩道も明るくなっています。
ぜひ登ってみてください。
今回、むくげの苗木 20 本余を上和田自治会
の榊秋盛さんより寄贈してもらいました。
ありがとうございました。

○作業は原則として半日（午前中）で
す。活動は、土曜日を中心に行います。
○作業場所は、田中城跡、小学校の環
境整備、国道、各自治会間の主要市道
の整備、若手の少ない瀬谷自治会など
の市道作業などの支援を行います。
○作業内容は、伐採作業が主です。
草刈り機をお持ちでない方も参加歓迎
○燃料、飲み物は公民館で準備します。
謝礼は 1 回 2000 円です。
現在、会員は 23 名です。毎回約半数
の方が参加してくださっています。
とてもありがたいことです。
女性の方、地区外在住の方の参加も大
歓迎です申し込み待っています。

31.3.1 現在

（H31.3.15 申込み状況）
学び続けて、いつまでもときめく人生を
【公民館講座】
※講師謝金などは市費で賄います。
申込
講座名
開講日
人数
1
料理教室
4 名 5 月～

3

サポーター倶楽部は、和田地区の美

世帯数/287 世帯

公民館講座申し込みましたか

2

作業は、体力に合わせてできることをお願い

女性/278 人

楽しい
ハーモニカ教室
フラダンス教室

10 名
11 名

5 月～
５/11

3 月 13 日 吹上中学校卒業式が行われ
ました。和田地区出身の下園晃洋さん、 【自主講座】
※会費制となります。
下園翔翼さん、浜畑翔太さん、浜畑春菜
申込
開講日
さんの４名も新たな門出に向けて卒業式
講座名
人数
を迎えました。卒業生の皆さんは、夏祭
りや運動会、市民駅伝大会、文化祭など １
生け花同好会
3名
4/22
に子ども会のリーダーとして参加してく
２
ヨガクラブ
8名
4/1
ださいました。ありがとうございました。
わだっこ
夏祭り・運動会・
３
サークル
文化祭参加

祝；鹿児島マラソン初優勝
松枝未代さん

【ソフト事業を活用して開設の講座】

（鹿児島銀行・苙岡自治会出身）
講座名

人数

開講日

３月３日開催の鹿児島マラソンに招待 1
やさしい園芸教室
24 名
5 月～
選手として出場された松枝未代さんがフ
ルマラソン２度目の挑戦で初優勝しまし
※野菜栽培の基礎を学べます。
た。タイムは２時間 42 秒 41 でした。
講座参加者へは、ひまわり館で使える「野
和田小学校の時代から市民駅伝大会に出
菜苗・種子交換券」を差し上げます。
場、吹上中、樟南高校、鹿児島銀行と走
◎参加者を随時募集しています。
り続け、努力が実り栄冠を獲得しました。 各講座、途中からの参加も大歓迎です。
松枝さんの活躍は、郷土の誇りでもあり、 詳細は地区公民館へお尋ねください。
（4 月行事予定は、裏面へ）
元気をもらいました。

