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地区公民館運営委員会の会議内容を報告 

第 3 回地区公民館運営委員会は、12 月 1 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 

ついて話し合われました。 

○健康セミナー；妹尾保健福祉部長から初めて 

働き盛りの青壮年層を対象に開催。体育部との

協力もあり、かねて参加が少ない男子壮年層の

参加が多く良かった。次年度も実施したい。 

○小学校・地区合同春季運動会； 

田平小学校教頭先生より 

①公民館種目の用具の準備・確認が当日になっ

てからだった、早めの確認を 

②種目の責任者について、決めているが地区の

方の確認が不足している 

③地区種目の入退場をスムーズにしてほしい 

④トイレの掃除を地区で行い助かった（婦人部

で実施） 

有馬体育部長より 市民運動会と駅伝につい

て報告がありました。 

第 46 回吹上地域市民運動会；選手への声かけ

を徹底したい 

第 53 回市民駅伝競走大会；長い練習期間から

試走、本番まで役員・保護者の方々の協力があ

って事故なくできて良かった。 

今年は、一般・中学生・高校生の主力選手が仕

事や受験、故障などで欠いたものの 2チーム出

場でき、15チーム中、6位・8位と好成績だっ

た。これも小学生・中学生の頑張りが良かった。

人数は少ないものの確実に力をつけている。ま

た、一般選手が練習に参加するなど、次年度へ

向けて、見通しの明るい大会となった。 

○第 23 回地区文化祭について； 

坂口総務教養部長より①講演に代わり、マ

ンドリンの演奏は良かった。②観客が少な

かったのでは、ＰＲ用の横断幕など早めに

準備して地区外からも呼びかける工夫を 

③送迎タクシー利用が 10名であった。運

行時間など考慮して、20 名ほどは利用拡

大を図る。 

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。 

○第 3 期地区振興計画順調に執行中 

ソフト事業の進捗状況について；  

総額 2,435,000円のソフト事業は、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。 

○今後の事業について； 

体育部からは、 

2 月 21 日（日）9：00～「歩こう会」 

3 月 13 日（日）9：00～「グラウンドゴル

フ大会」を和田小校庭で開催 

産業部からは、 

1 月 14 日（木）13：30～「春季スナップ

エンドウ栽培現地講習会・春野菜の講習

会」を初めて県農業試験場で行うことなど

報告があり、各大会や講習会への参加を呼

び掛けることになりました 

青壮年部からは、「きれいな地域づくり事

業」の一環としてサルスベリの手入れなど

を各自治会で行う予定です。 

○地区の懸案事項について；  

特に、各自治会高齢部の組織化について

年初めの各自治会初総会などで論議を深め

てもらうことになりました。 

また、最近は、各自治会の高齢部長が決

まっていない自治会もあり、来年度は、

各自治会より高齢部長を選出してもら

うに要請しました。 

地区公民館高齢部の組織は、ますます高

齢化する中で重要な課題であり、地区公

民館では 65 歳以上の方の再組織化を 

検討することになりました。 

 

市指定文化財「田中城跡」の管理 

和田地区公民館管理として、 

地域全体で 
和田地区唯一の市指定文化財「田中城

跡」の管理は、これまで中和田自治会高

齢部の皆さんが行ってきましたが、高齢

部会員の減少により管理作業がむずか

しくなってきたため、田中城は地区の貴

重な文化財でもあることから、今後、和

田地区公民館で管理することになりま

した。 

さっそく、12月 12日中和田自治会有志、

地区サポータークラブ員で先の台風で

荒れた遊歩道の整備を行いました。 

 

サポータークラブも参加し田中城跡の整備 

 
なんと！今年２回目 地区公民館のひまわり 

 

1 月の行事予定 
日 曜 行  事 

1 金 ○元旦 

5 火 ヨガクラブ 20：00～ 

8 金 文書発送 

9 水 カラオケ 19：30～ 

10 日 消防出初式慰労会 16:00～ 

11 月 ○成人の日 

12 火 食育サークル 9:30～ 

13 水 脳トレ筋トレ講座 9：30～11：30 

14 木 春夏野菜栽培講習会 13：30 

15 金 男性料理教室 10：00～ 

22 金 文書発送 

23 土 カラオケ 19：30～ 

25 月 生け花 9：00～ 

26 火 

 

第２回地区専門部長・副部長会 

20:00～ 

31 日 楽しく子育て講座 10：00 

和田地区公民館ホームページを 

見てますか？ご意見をお寄せください。 

公民館図書室で自由に閲覧できますよ！ 

http://wada.jpn.org/ 

地区出身の皆さんにもアドレスを教えて

ね。「地区公民館だより」も掲載されてい

ます。  

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 

http://wada.jpn.org/
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子育ては、一人で悩まず地域ぐるみで 

後期心の教育推進協議会開かる 

後期心の教育推進協議会が１２月４日（金）、

市学校教育課参事兼指導主事の藤田裕紀先生

を講師に、後期「心の教育」推進協議会を開催

しました。 

はじめに； 藤田先生より「子供を取り巻く現状」と 

題し講演がありました。  

子供を取り巻く現状は、知識基盤社会となり、

情報化、国際化、少子化などが進んでいます。 

特に、最近は、スマートフォンの所有増加で、

インターネットなど使用方法にまつわる問題

などがあります。 

日置市では、小学校児童の 38％所有し、うち

70％がインターネットを使用しています。 

また、中学校生徒では、60％が所有し、うち

90％がインターネットを使用しています。 

使用については、良い点、悪い点などを確認し

て、家庭、学校、地域などみんなで話し合いル

ールをつくる必要があります。 

いじめ・不登校の問題については、日置市では、

県平均より低いが増加傾向にある。一人で悩ま

ず日置市子供支援センターなど利用し、学校・

地域と一体となって問題解決に取り組んでも

らいたい。 

意見交換においては、携帯、スマートフォン

の使用などについて、いろいろ意見が出されま

したが、家庭でも、ルールを作るという意見が

多く出されました。 

また、和田地区の良さとしては、地域の各行事

に中学生、高校生などが積極的に参加してくれ

ます。良き伝統として続けてほしい。 

あいさつは、大人・子ども双方から 

あいさつは生活の基本であることを子供

に教え、コミュニケーションを大事にした

い、などの意見が出されました。 

今後も次の世代を担う子供たちを地域と

して見守る努力をお願いします。 

 
後期「心の教育」推進協議会 

 

在鹿和田会総会・懇親会開催 

ふるさと「和田」、「和田小学校」は、 

心の励み・よりどころに 

永い歴史を持つ在鹿和田会総会が 11月 28

日鹿児島市で開かれました。 

総会には、県内各地から地区出身者 20 名

が参加されました。 

和田地区からは、山之内館長、下野副館長、

地頭所会計、鎮守支援員、船間和田小学校

校長先生が出席いたしました。 

赤塚正三会長からは、「在鹿和田会は、昭

和の初め頃、和田から鹿児島市内に働きの

場を求めて出た者たちのお互いの励まし

の場として設立され、ふるさと「和田」と

のつながりを持ち、今日に至っている。 

自分たちが故郷を出て頑張れるのも、故

郷が、和田小学校が見舞ってくれている

という思いである。これからも地区出身

者交流の場として、和田地区公民館との

連携を密にしながら取り組んでいきた

い。今後は、特に若い世代の参加を呼び

掛けていきたい。」とあいさつ。 

山之内館長からは、地区運動会や地区文

化祭への協力のお礼。吹上町の現状、和

田地区の状況、現在取り組んでいます定

住促進対策『空地・空き家の活用』など

をお願いしました。 

船間校長先生は、小規模校の特色を活か

しながら児童の学力・体力の向上に努め

ていることや、全国・県レベルでのコン

クールなどに全児童が入選しているこ

となど、頑張っている和田小学校の状況

を報告。 

会員からは、「小学校は地区外に出てい

る者にとって心のよりどころである応

援するので頑張ってほしい」など力強い

エールがありました。 

 

在鹿和田会総会・懇親会にて 

[ 和田小校歌斉唱 ] 

市生涯学習推進大会開かる 

下野久雄さん 社会教育表彰 

市生涯学習推進大会が 12 月 5 日伊集院

文化会館で開催され、席上、下野久雄さ

ん（上和田自治会）が社会教育表彰を受

賞されました。 

下野さんは、平成 17年度から 23年度ま

で伊作太鼓踊り和田保存会長として、伝

統芸能の普及継承に努めてこられまし

た。会長退任後も師匠として後進の指導

に当たるとともに、地区公民館役員とし

ても地域づくり活動に積極的に取り組

んでおられます。これからも頑張ってい

ただきたいと思います。おめでとうござ

います。 

受賞された下野久雄さん 

 また、「日置遺産を世界につなげよう」

と題し、鹿児島探検の会代表 東川隆太

郎氏の講演がありました。 

 今、地域にとってまちづくりとは過疎化

が進み、ふるさとが消失しつつある今こ

そ、地域を見直し、そのためにアクショ

ンを起こす必要性を強調されました。 

（「1月の行事予定」は次のページへ） 

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 



 


