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公民館講座・クラブ始動！！
新たに４講座が誕生しました
①たのしいハーモニカ教室
初めての方、小学校以来の方とできるかな、
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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

③やさしい園芸教室
昨年までは、不定期開催でしたが、
今年度から 10 回シリーズで野菜・花を
学びます。産業部・ひまわり館共催

大丈夫かなと不安もある中スタートしまし
た。先生のご指導の下、基礎から学び健康・
脳トレも兼ねて楽しそうにハーモニカを吹い
ていました。目標は、文化祭発表！！

上和田自治会 グランドゴルフ大会開催
５月７日（日）夏空のようなお天気の中、
上和田自治会のグランドゴルフ大会が和
田小学校校庭で開催されました。総勢 25
名の参加者が健康づくりも兼ね良い汗を

地区グランドゴルフ大会の案内
期日；６月 25 日（日）９時開会
場所；和田小学校校庭
健康づくり、地区民との親睦にお気軽
にご参加ください。詳細は６月９日の回

流しました。

覧でお知らせします。たくさんの方のご
参加お待ちしております。
６月の行事予定
日

曜
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火 やさしい園芸教室 10：00
（夏野菜の整枝の方法）
地区夏まつり打ち合わせ会
20：00

挿し木の方法・時期、いろいろあるんだ

②にこにこ健康体操

受講された方にはひまわり館で使え
る、野菜苗・種交換券を差し上げます。
この他にも料理教室・わだっこサー
クル・ヨガクラブ・カラオケ同好会・
生け花同好会とあります。どの講座も
生徒を随時募集しております。興味の

自主クラブとして、スタートしました。元
気に楽しくをモットーに筋トレや音楽に合わ

ある方は地区公民館までご連絡くださ
い。新しい自分を発見して！

まずは「カエルの合唱」マスター・・・

せて身体を動かしています。

④書写教室開設決定！！
和田児童クラブの充実を図るため、
６月 13 日（火）17 時より和田地区公民
館で和田小学校 田平教頭先生のご協
力をいただき書写教室を開催します。
対象は和田小学校児童となります。
子どもたちには集中力が付く良い機会

笑顔があふれる教室です

だと思います。大人の方の参加は検討
中。また追ってご案内いたします。

やさしいまち

行

事

ヨガクラブ 20：00
9
いいショットを狙ってます(*^_^*)

成績は以下の通りです。
優勝：山之内とよ子さん（41 打数）
２位：小山田洋さん
（44 打数）
２位：坂口義和さん
（44 打数）
≪ホールインワン≫
・橋口満洋さん・坂口美喜代さん
・宇治野政弘さん・下園雄二さん
・有馬修一さん
当日は、午前中は河川愛護作業、午後か
らＧＧ交流と、より良い自治会活動を目指
した 1 日でした。
上和田自治会では、今年から自治会作業
の欠会費制度を廃止、参加者へは謝金を差
し上げ、気持ちよく作業に参加してもらう
体制に変更しての初めての作業でした。

金 婦人学級 20：00
音楽レクレーション
文書発送

10 土 わだっこサークル 17：30
カラオケ同好会 20：00
12 月 たのしいハーモニカ教室 10：00
16 金 たのしい（男性）料理教室
10：00
20 火 ヨガクラブ

20：00

23 金 文書発送
カラオケ同好会 20：00
24 土 伊作太鼓踊り第 2 回実行委員
会・平打ち関係者打ち合わせ会
20：00
25 日 地区グランドゴルフ大会 9：00
26 月 生け花同好会

9：00

27 火 にこにこ健康体操

10：00
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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
和田地区人口：総人口/578 人

男性/277 人

女性/301 人

世帯数/300 世帯

29.5.1 現在

地区役員・専門部長・副部長合同会報告
今年、3 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 日役員・専門部合同
会が開催されました。合わせて，地区と小学

地区と小学校・ＰＴＡとの
新たな連携（支援）を構築
和田小学校のよりよい教育環境を整
え、子育て支援の一環として、これか
らは地区も小学校に協力、支援しＰＴ

伊作太鼓踊り中打ち練習開始
８月 28 日 29 日の奉納・披露に向け、
まずは中打ちの踊り子の練習がスタート
しました。師匠や元踊り子（中高生）の指
導の下、頑張ってもらいたいです。

校・ＰＴＡとの新たな連携、協力の在り方に
ついても協議しました。
ソフト事業は、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。
新規事業の内容をお知らせします。
健康づくり促進事業

Ａ会員と共に活動していく新たな関係
を構築していくことになりました。
小学校は、地域の学校でもあります。
地区民の皆様のご理解ご協力で、和田
小学校を応援してきましょう。
①危険箇所点検・看板・マップ作成
各自治会長さんに危険な場所を教え
てもらい、地区民の方々にスクールガ

中打ち踊り子は、井上隼杜さん（下和田）
馬籠大斗さん（下和田）榊拓土さん（苙岡）
下園翔翼さん（中和田）です。

筋ちゃん広場（体操）の普及を！！
筋ちゃん広場（体操）を先行して取り組み効
果を上げている下和田自治会の有志の方を講
師に派遣し、取り組んでいない自治会の方々
に体験してもらい普及を図ります。
実施していない自治会は是非体験を。
地域活性化対策事業
第 4 期地域振興計画のための未来会議実施

ード（見守り隊）に登録してもらう。
②学校整備作業（年３回の協力）
これまでと同様、青壮年部に呼びか
けを行います。また、別にサポーター
倶楽部でも事前に作業を行っていきま
す。
③ひまわり竹太鼓用の竹切り
ひまわり竹太鼓は、地域行事に欠か

め、授業参観などに参加します。
⑥行事（イベント）への参加
学校での行事（イベント）等に地区民
の方々も参加し子どもたちの頑張って
る様子を見る。子どもたちもそれがまた
力になり、持久走大会やなわとび大会な
どより一層頑張れると思います。入学式
や卒業式も学校便りなどで気軽に呼び

今年は平成 30 年度～33 年度までの第４期地
区振興計画策定の年となります。
そこで、未来会議企画チームを編成し和田未
来会議を実施していきます。企画チームのメ
ンバーは館長・支援員・地域づくり協力員・
職員協働サポーター・地区の若手リーダーを
選出します。 現在、計画策定に向けての提
言書の作成を、若手グループの『和田盛りあ

せないものであり、サポーター倶楽部
の活動の一環として竹切りを行うこと
になりました。。
④夏休みプール解放日の監視
３人１組で１日監視するので、地区
役員や民生委員さんの協力のもと子ど
もたちが満足してプールで遊べる体制
を作る。今後は、児童クラブの活動と

かけてもらい普段着でも参加できるよ
うな体制づくりを目指していきます。
学校便りも 5 月号から全戸配布にして
もらいました。
⑦地区民の準会員制度導入も
小規模校では、地区民の方々にＰＴＡ
準会員として登録してもらい、身近に小
学校の行事などに参加できる体制をとっ

げ隊』にお願いし、検討中です。企画チーム
は、提言書の作成にも入っていただきます。

しても位置付けられないか検討するこ
とになりました。

ています。和田地区でも今後検討してい

入学式にて新入生歓迎の「ひまわり竹太鼓」

⑤和田小学校祖父母学級への参加
和田小児童の祖父母は地区にいる方
が少なく祖父母学級が成り立たないこ
とから地区の高齢者学級の方々に入っ
ていただき、子どもたちとの交流を深

くことになりました。

最初は、小太鼓と鐘に慣れること

高齢者学級 34 名でスタート
５月 16 日（火）高齢者学級(学級長
妹尾正信)の開級式が開催されました。
今回は、地域包括支援センターより宮前
美紀先生を招き“高齢者が元気に過ごせる
ために”と題しお話しいただきました。
『あんころ』とは、安心してコロリの人生
を目標に挑戦する気持ちを持ち、病気・介
護の予防が大事だそうです。
よか人生だったと思えるような人生を
過ごし元気に長生きしたいものです。
今年は、瀬谷６名中和田９名下和田 17 名
苙岡２名の参加です。お一人でも参加でき
ます。健康づくり、仲間づくりに、どうぞ
（6 月の行事予定は、裏面へ）

