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第 11 回下和田蕎麦まつり 開催
下和田自治会で 1 年の収穫を祝う蕎麦祭り
が 12 月 25 日開催されました。
和田地区の田んぼで収穫された蕎麦を食べな
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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

今年こそ健康にいいこと
始めましょう
健康づくりウォーキング歩こう会
2 月 19 日（日） 8：30 受付開始
保健福祉部と体育部が主管となり

第３期地区振興計画、各専門部の
目標は達成できたでしょうか
平成 28 年度も残すところ２カ月余、各
専門部では、次年度役員体制、活動計画な
ど話し合いが進められていると思います。

がらの忘年会でした。今年の蕎麦は天候に恵
まれず…ひと言でいえば『チンガラッ』だっ
たようです。そんな中、なんとか収穫し、当
日は朝早くから青壮年部の方々が蕎麦を打
ち、婦人部の皆さんがつゆやおにぎりを作り
ました。手打ちの蕎麦は麺の太さもいろいろ
ありとっても美味しそうな蕎麦に仕上がって
いました。

健康づくりウォーキング歩こう会を開
催します。
当日は、
「鹿児島県下一周駅伝」の吹
上通過日です。苙岡国道沿いで応援を
します。9 時 20 分ころ通過予定
8 時 30 分に受付開始、
8 時 45 分開会、
「県下一周駅伝応援」の後、国道より
下和田～農大～田中城へと歩こう会を

地区が目指す、「住み続けたい地域」にな
るために少しでも近づけたでしょうか。
ソフト事業で、いくつかの事業を行いま
した。今年の反省を踏まえて来年度の事業
計画を立てることになります。
各自治会、各団体、各専門部での話し合
いをよろしくお願いします。
２月は、各自治会で初会が予定されてい

まつりには宮路市長はじめ行政・農協の関
係者も参加され、1 年の収穫を祝い、次年度
への反省会の場、地区民交流の場として盛大
に開催されています。会費 500 円でどなたで
も参加できます。美味しい手打ち蕎麦を食べ
に来年参加されてみては。。。

予定しています。
参加賞として、飲み物、暗い夜道に
安心な携帯用ＬＥＤライトを準備。
参加希望の方は、各自治会長さんを
通して地区公民館へ 2 月 10 日までに申
し込みください。

ます。地域の課題について、ソフト事業で
行いたいものがあれば、自治会長さんを通
じて提案してください。
新規；筋ちゃん体操普及講師派遣
29 年度の地区の新たな健康づくり促進
事業として「筋ちゃん体操（広場）」の普
及を考えています。
下和田自治会のみなさんが「筋ちゃん体

伊作太鼓踊り出演者を募集中！

青壮年部による大根踊りで盛り上がりました

郷土芸能を伝承してみませんか
伊作太鼓踊りは、吹上地域の６保存
会で踊り継承されています。
今年は、和田地区が奉納の年です。
和田保存会では、出演者（踊り子）
を募集しています。希望される方は、
別紙配付の申込書を 2 月 28 日（火）ま

操（広場）」を始めて１年を向かえようと
しています。うまくなっています下和田の
有志の方を講師として未実施の各自治会
に派遣し「筋ちゃん体操（広場）」の指導
をお願いしようと思います。始めるきっか
けになっていただければありがたいです。
「筋ちゃん体操（広場）」は、
中和田自治会：火曜日 13：30

でに各自治会長さんか地区公民館へ提
出ください。

下和田自治会：木曜日 13：30 に行ってい
ます。興味のある方はご参加ください

やさしいまち

地区公民館職員（主任）募集
地区公民館では、４月より一緒に和
田地区を盛り上げてくださる主任さん
を募集しています。
任期は、1 年（更新あり）
勤務は、月 14 日
報酬は、月額 79,800 円
履歴書を２月 10 日までに地区公民館へ
仕事内容など詳しくは、地区公民館へ

２月の行事予定
日 曜
行 事
4 土 公民館講座合同閉講式・女性大
会（吹上中央公民館） 9：00
7 火 ヨガクラブ 20：00
8 水 脳トレ筋トレ教室 9：30
10 金 文書発送
婦人学級 20：00
11 土 ○建国記念日
地区サポーター倶楽部作業
田中城整備 8：00
カラオケ 19：30
17 金 男性料理教室 10：00
19 日 健康づくりウォーキング歩こう会
8：30
県下一周駅伝吹上通過 9：20 頃
21 火 高齢者学級閉級式 10：00
ヨガクラブ 20：00
23 木 第 6 回地区役員会兼自治会長
専門部長・副部長会 20：00
24 金 文書発送
25 土 カラオケ 19：30
26 日 楽しく子育て教室 10：00
段ボール遊び
27 月 生け花同好会 9：00
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平成 29 年消防出初式開かる

和田地区公民館長
山之内修
昨年中は、地区公民館活動に対し、地区民
の皆様のご理解ご協力を賜り心より感謝申し

下園秀志さん日本消防協会
精績章
下園忠征さん、坂口宏さん
永年勤続表彰の栄に

上げます。今年もよろしくお願いいたします。
平成 29 年は酉年です。十二支で酉は、申の
次で戌の前 間に入って犬猿の仲を取り持つ
役回りなのでしょうか。
家庭も地域づくりもうまくいくには、仲良き
ことが基本になります。
国内外の状勢を見ますと、不安な出来事、
災害などいつ発生しても不思議でないような

消防出初式が 1 月 8 日 伊集院地域
で開催されました。
当日は、分列行進や規律訓練を披露。
その後パレードや放水訓練・救助訓練
など日 頃の訓練の成果を披露しまし
た。団員の長年の労苦や功績を称える
表彰式では、和田分団員の下園忠征さ
ん（中和田自治会）、坂口宏さん（助代

状況にあります。そんな時代だからこそ、せ
めてわが故郷、わが地域は、お互いの英知で
地区の目標であります「ずっと住み続けたい
地域を目指して」実現するよう取り組んでい
きましょう。
平成 30 年からの計画づくりに着手
特に、今年は第 3 期地区振興計画の 3 年目、
第４期地区振興計画策定の年になります。

自治会）が 15 年勤続表彰を受けられま
した。吹上方面団長の下園秀志さん（苙
岡自治会）は、日本消防協会より精績
章の表彰を受けられました。
おめでとうございます。
和田地区公民館で消防協力会主催に
よる慰労会が開かれました。
昨年は、和田地区では大きな事故や

少子化・過疎化の進展する中で、多くの地
域がこれからの地域の将来に悩んでいます。
しかし、嘆くことなく頑張り成功している地
域もあります。和田地区は、鹿児島市に近い
という地理的好条件を活かし、決してあきら
めることなく、攻めの地域づくりを展開して
いきたいと考えています。
「自分たちの地域は、自分たちで創る」と

災害もなく平穏な年でした。9 月には
初の試みとして地区運動会で操法競技
を披露していただき、初めて見る地区
民の皆さんに多くの感動をいただきま
した。今年も大きな災害等がない事を
祈りながら、地区としても消防団の皆
さんが活動しやすい環境づくりのため
支援していきたいと思います。

いう地域づくりの原点に立ち返り、取り組ん
でいきましょう。

消防団活動へのご理解ご協力をお願い
します。

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』
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/584 人

男性/276 人

鬼火焚き開催
～無病息災・五穀豊穣～
1 月 8 日・9 日にかけ上和田・中和田・
下和田自治会では鬼火焚きが開催されま
した。朝早くから、子ども会や青壮年部
のみなさんが大きな櫓を組み鬼火焚きに
向けて準備していただきました。
婦人部の方々は、美味しいぜんざいを作
り振る舞っていただき、寒い夜空の中、
心も身体も温まりました。

女性/308 人

世帯数/304 世帯

29.1.1 現在

第 30 回記念
鹿児島県地区対抗対抗女子駅伝競走大会

松枝未代選手出場
1 月 29 日（日） 霧島市を舞台に開催
されます県地区対抗女子駅伝大会に日置
地区代表として松枝未代さん（苙岡自治
会出身）が選手として出場します。
松枝選手は、現在、鹿児島銀行の女子
陸上部に所属し中堅選手として頑張って
います。日置チームは、昨年 6 位、今年
はＡクラスを目指しています。
松枝選手の活躍に期待し、応援をよろし
くお願いします。
なお、大会の模様は、ＭＢＣテレビで
実況放送されます。

生涯学習、はじめませんか

大きな櫓を前に下和田自治会のみなさん

空が暗くなった頃、年男女・厄年の男女
を中心に櫓に点火
鬼火焚きは、竹が
勢いよくはじける
音で鬼（厄・災難・
病気）を退治する
といわれており、
昨年お世話になっ
た門松やお札・お
守りも一緒に焼き
勢いよく燃えました
災難が無かったこ
とに感謝するとも言われております。ま
た、今年の豊作も願い田んぼで行うとい
う風習もあるそうです。当日はＮＨＫの
取材もあり、１月２５日に『情報ＷＡＶ
Ｅかごしま』にて放映がありました。

新規の講座開設検討中！
平成 29 年度の公民館での新しい講座を
募集します。現在、開催しています「筋ト
レ・脳トレ講座」が 3 年目を迎え 29 年度
からは、自主クラブとしてスタートしま
す。
29 年４月からは新たに講座を開設しよ
うと考えています。
現在、候補として（案）「楽しいハーモ
ニカ」
・
「やさしい園芸教室」など検討して
います。公民館でどのような講座を学びた
いですか。講座開設には 10 名前後の参加
が欲しいところです。
やりたい講座などお早目にご意見を地区
公民館までお聞かせください。
よろしくお願いします。
決まり次第、学級、講座、自主クラブの講
座生の募集を、２月に行います。
（２月の行事予定は、裏面へ）

