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市消防団操法大会開かる

和田分団 3 位入賞、地区大会出場へ
５月 15 日、吹上浜公園で日置市操法大会が
開催されました。
和田分団は、「ポンプ車の部」に出場し見事３
位入賞に輝きました。
７月３１日にいちき串木野市で開催されま
す日置支部大会に出場権獲得し、県大会を目指
すことになります。
消防団員の皆さんは、自分の仕事の傍ら、
日々訓練を積んでおられます。
地区民の皆さんの応援をお願いします。

消防団“われらの町は、われらで守る”
出場団員：指揮者）榊 満博
１番員）宇治野 優平
２番員）出口 正悟
３番員）高見 敬三
４番員）坂口 宏
補 欠）堀 明人
出口さんと坂口さんは、個人賞も受賞されま
した。
消防団員も随時募集しております。関心の
ある方は是非ご問い合わせください。
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おひさま運動
はようの声ひびく 思いやり育てる
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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

「婦人学級」開級式
５月２０日（金）に「婦人学級」開
級式が開催されました。
当日は、開級式の前に講演が行われ、
詐欺被害防止のＤＶＤを鑑賞し日置市
警察署員、吹上交番の平原 匠さんに
“消費者トラブルにあわないために”
をテーマにお話していただきました。
最近、うそ電話詐欺等の発生が多発
しており事例など回覧等よく目にする
と思います。詐欺等にあわないための
ポイントとして、家族同士の合言葉を
つくる。定期的に家族や地域・知人に
相談し、家族同士・地域住民への気配
りをし 絆作りが大切だということで
す。うそ電話詐欺に合わないために、
まずは、ご家族同士の合言葉を作って
みてはいかがでしょうか。
次に、開級式が行われ、田中和子運
営委員長挨拶、学級紹介、学習の年間
計画等について説明が行われました。
婦人学級は、学級生約５０名と、和
田地区では最大規模の団体となってい
ます。皆様の積極的なご参加お願いい
たします。

平成 28 年度和田地区水土里クラブ
3,005,452 円の予算でスタート
地区内の農地や水路などを保全し、美し
い農村環境づくりのために、今年度も水土
里クラブ活動（多面的支払交付金）に取組
みます。
この事業は、和田地区では全自治会で取
組んでいます。

増える作業中の事故
作業前の事故予防の呼びかけ徹底を
日置市内でも作業中の事故が増えてい
ます。特に、刈払い機の事故が多いです。
作業をするときは、お互い周囲に気を付け
て行いましょう。
今年から新たに傷害保険に加入するこ
とにしました。
作業前の事故予防の呼びかけ注意の徹
底をお願いします。

やさしいまち

地区グラウンドゴルフ大会
6 月 26 日（日）和田小学校庭で開催
毎年、好評のグランドゴルフ大会。
健康づくり、仲間づくりにご気軽に参
加してください。多くの方のご参加お
待ちしております。
なお、詳細は６月１０日の文書発送
にてお知らせします。
参加する方は各自治会 体育部長まで
ご連絡ください。

６月の行事予定
日 曜

行

事

７

火 ヨガクラブ 20：00

８

水 脳トレ・筋トレ教室 9：30

9

木 要支援者ガード・マップ作製検討
委員会 20：00

10 金 婦人学級（音楽セッション）20：00
11 土 カラオケ同好会 20：00
14 火 食育サークル 9：30
夏祭り運営打ち合わせ 20：00
17 金 男性料理教室 10：00
前期「心の教育」推進協議会
20：00
19 日 子育て支援「わだっこサークル」
10：00
21 火 ヨガクラブ 20：00

不安定な作業場所では、特に注意を！

安全確認をしながら、作業に取り掛かって
ください。
「婦人学級」開級式

25 土 カラオケ同好会 20：00
26 日 地区グランドゴルフ大会
27 月 生け花同好会 9：00
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空き家の登録しませんか
地区公民館専門部会開かる
今年、２年目となる第 3 期地区振興計画（ソ
フト事業；事業費 2,435,000 円）の取り組み
を話し合うために 4 月 27 日専門部会、5 月 10
日に総務教養部会が開催されました。
6 分野 11 事業（4 月号で掲載）で行いますが、
地域の皆様のご理解と協力なしには実施でき
ません。和田地区の最大のテーマであります
「ずっと住み続けたい地域」の実現に向けて取
り組んでいきましょう。
今号では、総務教養部会の内容をお知らせ

この機会に空き家を管理されている
方、地区公民館へ登録してみませんか。
27 年度は、6 件の登録をいただき、
すでに 5 件に入居されました。
貴重な財産を地域のために活かしてみ
ませんか。空き家・空き地の管理にお
困りの方もご相談ください。
②情報発信事業；地区公民館ホームペ
ージの作成に取り組み、地区内の動き
や空き家情報などを地区内外に発信・
随時更新中です。記事や写真の提供を
お願いします。

します。他の分野は次号に掲載します。
分野１；定住促進
①空き家・空き地対策事業
空き家全戸調査にご協力を
27 年度より地区内の空き家・空き地を活か
して 和田地区内への定住促進を図るために
空き家・空き地の登録を進め、ホームページ
などを利用し、紹介しています。

③子育て支援事業； ひまわり団地など
乳幼児を持つ親の交流の場として地区
内外を問わず、参加を呼びかけていま
す。昨年は地区行事（夏祭り、運動会、
文化祭など）への参加し、好評でした。
友人、知人の方にご紹介ください。

今年は、日置市の要請もあり地区内の全空き
家の調査を行い、実態を把握することになり
ました。 前回調査（平成 23 年）では、苙口
11 戸 瀬谷 ９戸 助代 16 戸 上和田
19 戸 中和田 20 戸 下和田 13 戸 苙岡
9 戸 合計 97 戸が把握されています。
荒廃した空き家など社会問題となっているこ
ともあり、市としても実態調査をし、今後の

分野３；景観形成
きれいな地域づくりにできることか
ら取り組みましょう
花苗配布～年２回です。
今年からポット苗を配布します。
１回目は、５月 20 日配布済みです。
サルビア、マリーゴールドです。
花壇の管理など通じ、子ども会や高齢
者クラブの方々の世代間交流の場と

空き家対策に活かすために行うものです。
調査は、5 月から 7 月にかけて行います。

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』

してご活用ください。
２回目の配付は、11 月頃の予定です。

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

○地区サポーター倶楽部の活動
各自治会高齢化が進み、自治会の作業
では限界があることから、元気のある地
区内外の有志の方々によるボランティ
ア作業を行うものです。なお、作業に要

地区の懸案事項は？
懸案１；若者の住みやすい環境づくりのために
各自治会作業などへの欠会費徴収は？
現在、徴収している各自治会では 27 年度
の自治会総会などで話し合ってもらいまし

する燃料代、草刈り機使用料などを助成
します。
「いい環境は、住む人の心を豊かにし」
「美しい農村景観は、訪れる人の心を和
ませてくれます」一人ひとりができるこ
とから取り組みましょう。

た。その結果、徴収することに変わりなか
ったものの、苙岡自治会では小学生、幼児
のいる家庭では、学校行事などあるときは、
自治会長に連絡すれば欠会費を半額とする
など改善する自治会もありました。
なお、各自治会では、自治会費や欠会費
を徴収することの説明を、転入された方な
どへは丁寧にすることなど確認しました。

あなたの力を貸してください！
和田地区・和田小学校
サポータ倶楽部には、現在 20 人が登録し
ています。登録は随時受付けています。
今年度は、田中城跡の整備や手すりの
設置、主要市道、国道の整備を計画して
います。

5 月 7 日；田中城跡に手すりを設置

登りやすくなりました。
気軽に頂上まで散歩を楽しんでください。

懸案２；和田地区の、高齢者クラブの再構築
について
27 年度は、市への高齢者クラブへの加
入はできなかったものの、各自治会高齢部
の代表者を選出することができました。
今後、保健福祉部会とも協力し、これか
らの課題となります、「高齢者や要支援者
の方の見守り活動」の解決のためにもひき
つづき話し合っていくことになりました。
28 年度は、新たの取り組みとして「シ
ルバーのつどい」など計画しています。
研修視察（7 月 3 日実施予定）などを通
じて、組織化を模索していきます。
各自治会高齢者クラブが組織化されて
いる中和田・下和田自治会では花壇の手入
れやいきいきサロンなどの取り組みが紹
介されました。
（6 月の行事予定は、裏面へ）

