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好評；日置市空き家バンク制度 

朗報！和田地区に 2世帯入居 

上和田自治会に 12年ぶりの乳幼児誕生 

  今年４月から日置市空き家バンク制度が導

入されました。 

早速、この制度を活用され６月に上和田自

治会の空き家に２世帯 6人の方が転入されま

した。そのご家族にお話を伺いしました。 

 【田野幸海さん、侑子さん夫妻】 

 問：入居のきっかけ理由は？ 

 答：友達の紹介で和田地区の空き家を知り、

転入してきました。和田地区は、穏やかで 

のんびり暮らせます。 

また、ゆっくり出来るところも良い点です。 

 菜園畑ができるのが良いです。 

問：和田小学校は小規模校ですが？ 

答：小さな学校なりの良さがあり、小学生の

時はのびのびした環境・雰囲気の中で学ば

せたい。木造校舎であったかく感じます。 

  田野さんには、就学前の２人のお子さんが

いらっしゃいます。上和田自治会では、今年

小学生が卒業し子どもはゼロになりました。

このままでは自治会の将来も危ないことか

ら、若者の住みやすい自治会づくりに取り組

んできました。田野さんの転入により、12年

ぶりの乳幼児の誕生となり、自治会にとって

次世代につなぐ明るい話題となりました。 

  空き家は、活かせば貴重な地域の財産 

   負の遺産となる前に 空き家登録を 

ホームページを見て、空き家の地区公民館

への問合せも増えています。 

和田は、住みやすいところなんだ(^_^)-☆ 

あなたの知恵を活かして 

「より良い和田づくり」に 

  アンケート調査にご協力を 

 今年度は平成 30 年度から 32 年度まで

の和田地区の地域づくりの方向を決め

る大事な第４期地区振興計画の策定の

年です。 

地区公民館では第３期計画策定の反

省を踏まえて、20歳代から 50歳代の地

区在住の若い世代や地区外より和田地

区へ移住(転入)してきた方々にアンケ

ート調査を行うことになりました。 

振興計画づくりに向けた 

「提言書」に反映 

調査結果は、現在、検討中の「より

良い和田地区づくりのための地区振興

計画策定に向けての提言書」の作成に

活かしていこうとするものです。 

和田地区に対するご意見・希望など

お気軽にお書きください。 

ご協力のほど、よろしくお願いします。 

対象者の方には、後日、配布されます。 

アンケートの提出は、７月 10日まで

に各自治会長又は地区公民館へ 

 

和田未来会議は、9月スタート 

振興計画の策定は、和田未来会議に

よる話し合いで作成していきます。 

会議のメンバーは、地区公民館運営

員 23 人、各自治会選出委員 18 人の計

41人です。 

各自治会選出委員は、苙口・瀬谷・

助代自治会より各２人、上和田・中和

田・下和田・苙岡自治会より各３人 

選出にあたっては、20代・30代か女性

を入れてください。8月中に選出を。 

Let`s enjoy 講座（わだっこｻｰｸﾙ）案内 

  レッツ エンジョイ講座（わだっこサー

クル）は身体を動かしリフレッシュした

り、楽しい活動を通して笑顔になったりと

暮らしを楽しむきっかけづくりの場を提

供できたらと考えております。 

  わだっこサークルでは、今年から子育て

世代同士の交流、地区民の方々や地区外の

方々との世代間交流の場とするために幅

広く参加を呼び掛けることになりました。  

７月 22日（土）は地区公民館で午前 10

時よりフィットネス・フラを行います。 

 地区内外問わずどなたでもご参加できま

す。興味のある方は是非体験に来てくださ

い。詳しくは、和田地区公民館まで。 

和田小学校教職員との交流会開催 

「和田小の頑張りが、地域の元気に」 

６月 16日（金）和田小教職員と地区役員・

自治会長との交流会を行いました。 

館は隣接しながら、普段あまり交流のない

学校職員と地区役員の皆さん。今後に向け

ていろんな話ができいい場となりました。 

７月の行事予定 

日 曜 行  事 

1 土 吹上女性ふれあい大会 9：00 

伊作太鼓踊り平打ち練習開始  

20：00 

4 火 やさしい園芸教室 10：00 

ヨガクラブ 20：00 

5 水 和田小保健委員会 

水難救助訓練  13：40 

6 木 婦人学級研修視察（出水市） 

第２回地区公民館役員会 

20：00 

8 土 地区先進地視察（湧水町） 

9 日 健康づくりウォーキング 

「歩こう会」  8：30 

10 月 ハーモニカ教室 10：00 

13 木 第２回夏祭り運営打ち合わせ

会・プログラム作成検討会 

20：00 

14 金 文書発送 

15 土 カラオケ同好会 20：00 

18 火 ヨガクラブ 20：00 

21 金 たのしい料理教室 10：00 

22 土 Let‘s enjoy（わだっこサークル） 

10：00  「フィットネス・フラ」 

24 月 生け花同好会 9：30 

25 火 にこにこ健康体操 10：00 

28 金 文書発送 

高齢者学級研修視察（鹿児島市） 

29 土 カラオケ同好会 20：00 

30 日 和田小奉仕作業 7:30 
 

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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地区ソフトバレーボール大会開かれる 

     瀬谷自治会初出場 

 

  5 月 27 日（土）地区ソフトバレーボール大

会が、地区体育部が主管となり和田小学校体

育館にて開催されました。 

小学生から一般で構成された上和田・下和

田・苙岡自治会より各 2 チーム中和田・瀬谷

自治会より各 1 チームが出場し、心地よい汗

を流し親睦交流をはかりました。 

  かねて運動不足がちな一般の方も日頃から

運動している学生たちと共に奮闘していまし

た。珍プレーや好プレーに沸きました。 

  今年は応援団も多く、初参加の瀬谷自治会

には、80 代の方も応援に来て若い世代と楽し

い時間を過ごすことができました。 

成績は、優勝；苙岡 A 準優勝；下和田 B 

3 位；上和田 A  

 

 
優勝；苙岡Ａチーム みなさん名字が“下野さん”

(笑)チーム下野。一致団結したプレーで優勝の栄に 

6月 6日「夏祭り運営打ち合わせ会」報告 

第 24回和田地区夏祭り 

8月 12日（土）午後 6時 30分 

開催決定！ 

 伊作太鼓踊りも披露 

  今年は、8月 12日（土）午後 6時 30

分から和田小学校校庭で開催に決まり

ました。雨天時は、体育館です。 

今年は、伊作太鼓踊り和田保存会が 8

月 28日の本番を前に夏祭りのオープニ

ングを飾っていただきます。 

（株）西酒造さん協賛の花火の打ち

上げ、灯ろうコンクール、大抽選会は

従来通りです。 

 

ソフト事業の取り組み内容 

① ステージ出演者や当日の役員の方 

へのお礼は、出店したお店で使える商

品券を差し上げます。 

②祭りの雰囲気を盛り上げるために 

ゆかたや法被など和装にて総踊りに参

加した方に、「祭盛り上げ賞」を準備。 

③ 交通の便のない方への支援として 

送迎タクシーを準備します。送迎を希

望される方は、遠慮なく自治会長さん

を通じて申し込んでください。 

後日、回覧で希望を取ります。 

④ ポスターコンクール実施 

和田小児童の皆さんに夏祭りの告知用

ポスターを作製してもらいます。 

上位３位までを表彰します。 

⑤抽選券は、空くじ無し。但し、最後 

まで残っていた方に差し上げます。 

代理受領は無効といたします。 

⑥花火は、打ち上げ花火を主に 

 祭のフィナーレの花火大会は、仕掛け

花火が見えにくいことから、和田地区は

打ち上げ花火の場所に恵まれています

ので、今年は、打ち上げ花火を主にし、

盛大に和田の夏の夜空を飾ってもらい

ます。お楽しみに！！ 

夜空に大輪の花いっぱい花咲きますよ！！ 

夏祭りは夏休みに帰省された方々との

交流など地区民の親睦を深めるイベン

トです。 

出演者募集中！ 

出演者を募集しております。各自治会

の青壮年部・婦人部・高齢部等・・・ 

また、和田出身者・和田に縁のある方

で舞台出演したい方は地区公民館まで

お問い合わせください。 

（演目の〆切は 7月 10日までです） 

「祭りの主役はあなたです」 

是非、ご参加ください♪ 

 抽選券付プログラムは、７月 22 日の自

治会発送で各家庭へお届けします。 

和田児童クラブに書写教室開設 

 

   

 

 

 

 

「上手に書けますように」真剣に 

６月 13 日（火）和田児童クラブの書写教

室が始まりました。 

地区公民館に来た子どもたちは、入口で

大きな声であいさつをし、靴・ランドセル

をしっかり並べ書写教室のための準備を 

始めました。 

開講式では、ご指導していただく和田小 

学校 田平奈保美教頭先生に書写につい

て教えていただきました。 

書写とは「文字を正しく整えて書くこと」

が目的であり、お手本と自分の字がどのよ

うに違うか気づかせる機会となるそうで

す。また、小学生の頃からこのような体験

をしていくと身に付き大人になった時に

色々と活かされるということです。 

子どもたちは、先生のお手本を見ながら真

剣な眼差しで丁寧に書き写していました。     

地区公民館では、今後も児童クラブの充

実に努め子育てを支援してまいります。 

 

（７月の行事予定は、裏面「その２」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 

和田地区人口：総人口/575人 男性/274人 女性/301人 世帯数/298世帯 29.6.1現在 

 


