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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 やさしいまち
ろげよう読書 感動あふれる 学びのまち
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さ
ま

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

市民駅伝競走大会 健闘
Ａチーム第６位、Ｂチーム第 8 位
田口悦次監督兼選手 30 回出場、
浜畑春菜選手 2 年連続区間賞
市民駅伝競走大会は、11 月 15 日に北回りコー
スで、15 チームが出場し開催されました。
和田地区からは、2 チームが出場しました。
今回は、仕事や受験のために主力選手を欠く中で
はありましたが、小・中学生一般選手の頑張りも
あり、Ａチーム第 6 位、Ｂチーム第 8 位の成績を
収めることができました。
特に、小学 6 年生の浜畑春菜選手は、昨年に続
き２年連続の区間賞に輝きました。
また、今回で 30 回出場の田口悦次監督兼選手、
小中高生で５回出場の鳥越ありさ選手、福添大地
選手、大迫希一朗選手、
兄弟姉妹３名以上出場の下園晃洋・葉留奈・美月
生選手が特別表彰されました。
表彰を受けられた選手の皆さんおめでとうござ
います。これからの活躍を期待します。
なお、反省会では、今年の出場を逃した補欠の

市公営住宅

ひまわり団地入居者募集中チ

５区山之内大作選手から６区下野駿選手へ

10 区高見敬三選手 6 位でゴール

選手の方々も来年に向けて練習に頑張りたいな
ど力強い抱負が聞かれました。
今大会出場にあたり、和田小学校校長先生はじ
め教職員の方々や苙岡自治会の松枝一彦さんよ
り飲み物、お菓子などいただきました。
ありがとうございました。
大会参加にあたり、練習・試走とご協力をい
ただきました地区役員，各自治会長さん、体育部、
婦人部の皆さんにお礼申し上げます。
事故なく大会を終了できましたことをありがた
く思います。

田口悦次選手 30 年出場表彰

「心の教育」推進協議会は、
１２月４日（金）開催

地域の子どもは、地域みんなで見守り
地区への子育て世帯への入居を優先す ましょう。関係者の皆様の参加をお願い
る目的で建てられた『ひまわり団地』に します。子どもを取り巻く現状など話し
合います。
２戸が空き家となり、入居者を募集して
1２月の行事予定
います。
日 曜
行 事
子育て中の家族は、優先的に入れます。 1 火 第３回地区公民館運営委員会
知り合いで田舎に住みたい、和田に住み
20:00～
たい人がいたらご紹介ください。
ヨガクラブ 20：00～
4 金 後期「心の教育」推進協議会
詳しくは、吹上支所産業建設課
19：30～
（電話０９９－２９６－２１１４）
8 火 食育サークル 9:30～
9 水 脳トレ・筋トレ講座 9:30～11：30
総務教養部会 19：00～
空き家・空き地 好評！紹介中
11 金 文書発送
12 土 楽しく子育て教室 10:00～
貴重な地域資源を活かしましょう！
カラオケ 19：30～
第 3 期地区振興計画の大きな課題であ 15 火 ヨガクラブ 20：00～
ります人口減少をいかに食い止めるか、 18 金 男性料理教室 10：00
文書発送
若者の定住促進対策の「空き家・空き地」
23 水 ○天皇誕生日
情報提供事業が動きだしています。
26 土 カラオケ 19：30～
これまでの２戸の空き家が解消し、２
28 月 生け花 9:00～
世帯の方が和田地区に移り住んでくださ
館内すす払い、迎春準備
いました。
仕事納め
現在、空き家３件、空き地４件が登録 和田地区公民館ホームページを
されています。
見てますか？
幟を立てて紹介していますので、希望 ご意見をお寄せください。
される方が居ましたら、地区公民館へお 公民館図書室で自由に閲覧できますよ！
問い合わせください。
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。
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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

電 話 ０９９－２９６－３０３１
ホームページ http://wada.jpn.org/

好評！即売会、和田小ＰＴＡバザー
第 23 回地区文化祭は、11 月 22 日（日）に開
催されました。
当日は、10 時からの即売会、展示発表。即売会

和田地区初の市議会報告会が開かる
地域課題の意見交換に熱、
急がれる周辺部対策
市議会では、身近な開かれた議会を目指
し、市民の声を聴く機会として議会報告会
を開いています。

では、産業部の地元農産物、ひまわりグループの
手作り加工品、上和田清流会のしんこ団子、下和
田青壮年部の焼き芋、県立農業大学校の野菜、花
など多数、出品・即売されました。
午後からは、昨年までの 12 時開会から 12 時
40 分開会となり、ＰＴＡの方々のバザーや、即
売会などゆっくり楽しめる日程となりました。
オープニングでは『ひまわり竹太鼓“こころひ

今年は、初めて 11 月 17 日に和田地区公
民館を会場に開催されました。
地区公民館では、市政を知る良い機会で
あることから、地区役員、自治会役員の皆
さんに呼びかけたところ、多くの方が出席
してくださいました。
当日は、７議員が出席され議会活動の報
告後、意見交換に入り、まず、地区から次

地区文化祭

盛大に開催

とつに”』の小学 1 年生から 6 年生まで一体とな
った演奏に地区民の皆さんは、大きな感動をもら
いました。
生のマンドリンアンサンブルの演奏を楽しむ
また、今年は講演に代わり、鹿児島市内で長年
活動している「鹿児島マザーズマンドリンアンサ
ンブル」の方 11 名をお招きしてのマンドリンア
ンサンブルリン演奏では優しいマンドリンの


鹿児島マザーズマンドリンアンサンブルの演奏

良く売れました、即売会

和田児童クラブの「白檀の扇風」

吹上中学生の「ロック吹上」

の４つの地域課題を提案しました。
ひまわり館の指定管理の在り方、周辺部
への人口減少対策、コミュニティ無線の有
効活用策、新広域ごみ処理施設建設候補地
について
また、参加者より国道 270 号線の歩道設
置、高齢化の進むなかでの河川・市道等の
管理作業の在り方などが出されました。

音色に聞き入っていました。
舞台発表は、かわいい「わだっこたち」の遊戯、
児童クラブ、中学生、一般の方々の舞踊、カラオ
ケ、マレーシアダンスと盛りだくさんのプログラ
ムで、文化の秋を楽しみました。
和田小ＰＴＡの方々のバザー(カレー)も準備
した 150 食は、完売の盛況でした。
協力いただいた和田小学校の先生方、展示出品

昨年の未来会議でも地区の重要課題と
して浮き彫りになった地域の将来への不
安である人口減少に対する定住促進対策
や、周辺部対策など早急に取り組んでもら
いたいという意見が出席者の共通する点
でした。また、議員と語る会は、非常に良
かったので、今後とも開いてもらいたい旨
の意見もありました。

者や舞台発表、役員の方々ありがとうござまし
た。

報告会の詳細は、地区公民館まで
（「12 月の行事予定」は次のページへ）

英鶴尚峰会の「北九州祭り唄」
力作がそろいました、展示発表

