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【10 月 3 日開催；文化祭実行委員会報告】 

第 25 回和田地区文化祭 

11 月 19 日（日）10 時即売会スタート 

  

今年の地区文化祭は、『生きがいづくり・ 

健康づくり』をテーマに“健康づくりセミナー”

と一緒に 11月 19日（日）に開催されます。 

10 時～展示発表、県立農業大学校の野菜・

花苗や地元特産物、ひまわりグループ、 

上和田清流会（しんこ団子）、下和田青壮年

部（焼き芋）などの即売会。 

和田小ＰＴＡバザーでは、大好評のカレーラ

イスの販売も行います。先着 120名様へは食

券の割引券があります。お早目に当日の体育

館受付でお受け取りください。（即売会は、

12時 30分終了です） 

10 時～12 時 

健康づくり体験コーナー；「あなたの健康年

齢は」 体験ブースを設け、筋肉測定や握

力測定、足指測定など体験できます。 

健康相談コーナー;保健師さんに相談を 

12時 40分 オープニング 

    和田小児童『ひまわり竹太鼓』他 

  13時 20分～講演会；孫にも役立つ介護予防 

講師；馬場病院 理学療法士 小牧隼人先生 

  14時 20分～舞台発表 

〇舞台発表・展示作品の出品申込みは、 

11 月 1 日(水)まで 

〇即売品、出店申込み 11 月 13 日(月)まで 

地区公民館へお申込みください。 

沢山の方の申し込みお待ちしております。 

「思い出の児童館コーナー」を設置 

       展示出品にご協力を 

和田児童館は昭和 42 年 12 月に建設

され 50年を経過しようとしています。

この間、多くの子どもたちが児童館に

お世話になるとともに地区民も集会所

と利用してきました。 

 今回、児童館の閉館記念として、「思

い出の児童館」として展示コーナーを

設けます。 

児童館を卒業した方は延べ 345名。 

児童館での思い出はたくさんあるかと

思います。そこで、児童館卒業生・関

係者の皆様にお願いです。児童館で過

ごした思い出の品等がありましたら、

ぜひ展示へご協力ください。アルバム

や作品、なんでも構いません。 

11月 13日までに地区公民館にお申し

出ください。 

ご協力いただいた方には文化祭出店で

使える商品券を差し上げます。 

沢山のご応募お待ちしております。 

児童館の思い出を後世に伝えましょう 

 

今年も運行します！！送迎タクシー 

ご遠慮せずにご近所お誘い合わせの

上、是非ご利用ください。 

送迎タクシー利用案内は、10 月 27 日

の文書発送で班回覧にてご案内します。 

文化祭のプログラム案内は、 

11月 10日の文書発送でお届けします。 

第 1 回和田地区未来会議を開催 

  今年は、第４期地区振興計画策定の年に

あたり、和田地区未来会議を開催します。 

  策定委員は、市役所職員（協力員）、 

地区公民館運営委員、自治会選出の 46名

です。 

  今回の未来会議では、先に行いました

「より良い和田地区づくりのためのアン

ケート調査」を反映した提言書を作成し、

それなどもとに和田地区のこれからの在

り方に対する思いを話し合っていただき

ます。 

第 1回目は、9月 27日に開きました。 

第 1回目では、 

〇未来会議のねらい・進め方 

〇第４期地区振興計画の考え方 

 〇地区の現状と課題を把握 

などについて資料に基づき説明しま

した。 

 

「小学校の在り方検討委員会」を設置 

和田小学校の在り方は、地域の将来に

及ぼす影響、地区振興計画でも重要な位

置を占めることから、未来会議とは別に

検討委員会を設置し検討することにな

りました。 

   検討委員には、和田小 PTA会員、地区 

内の乳幼児を持つ保護者、地区役員、自 

治会長、学識経験者などの方々にお願い 

したいと考えています。 

11 月の行事予定 

日 曜 行  事 

2 木 第 25 回地区文化祭実行委員会 

プログラム作成委員会 20:00 

３ 金 ○文化の日 

４ 土 カラオケ同好会 19：30 

７ 火 やさしい園芸教室 10：00 

ヨガクラブ 20：00 

小学校在り方検討委員会 20：00 

10 金 文書発送 文化祭プログラム配布 

婦人学級文化祭作品作り 19：00 

11 土 カラオケ同好会 19:30 

12 

 

日 第 55 回吹上地域市民駅伝競走

大会（北回り） 7：30集合 

13 月 やさしいハーモニカ 10:00 

15 水 文化祭展示・販売部会 20：00 

17 金 楽しい料理教室 10：00 

18 土 文化祭会場準備 8：00 

19 日 第 25 回和田地区文化祭 10：00 

21 火 ヨガクラブ 20：00 

22 水 地区公民館役員会 20：00 

23 水 ○勤労感謝の日 

24 金 文書発送 

25 土 Ｌｅｔ‘ｓ ｅｎｊｏｙ 

（フィットネス・フラ）9：30 

在鹿和田会総会・懇親会 

吹上砂丘荘 12：00      

カラオケ同好会 19：30 

26 日 健康づくりウォーキング 

「歩こう会」 9：30 

27 月 生け花同好会 9：00 

28 火 にこにこ健康体操 10：00 

29 水 第３回和田地区未来会議  

20：00 
 

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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 和田小学校・地区合同秋季大運動会 

盛大に開催！！ 

総合優勝 2連覇！！苙岡自治会 

第 2位 上和田自治会 第 3位 下和田自治会 

  ９月 24 日、小学校・地区公民館合同秋季大

運動会が開催されました。 

  当日は、小雨が降る中、８時 40 分からの小

学生の入場行進に始まり、各自治会、在鹿和

田会の方々や地区外在住の地区出身の多くの

方々が開会式から参加し、雨雲を吹き飛ばす

ように賑やかにスタートしました。 

小学生のかけっこ（短距離走）や親子競技、

児童全員で行う応援合戦やダンス『ロックソ

ーラン』は雨にも負けず、一生懸命、最後ま

で頑張ってくれました。 

恒例となった幼児のかけっこやおゆうぎ

は、今年も多くの参加があり、可愛らしい姿

にたくさんの声援と感動をもらいました。 

地区民の競技では、各自治会、優勝を目指

し、コンディションの悪い中でしたが、各競

技に名勝負を繰り広げていました。 

在鹿和田会の皆さんも競技に参加していた

だき、交流を図ることができました。 

雨の影響もあり、競技間の一時中断や自治

会対抗リレーの取りやめ等がありましたが、

小学校の先生方や地区民の皆様のご協力のも

と事故もなく無事運動会は終了しました。 

  役員に競技にご参加いただいた皆さんあり

がとうございました。 

開会式：小雨の中ですが、たくさんの方にご参加いただきました 

小学生親子競技：仮装行列               「わだっこ」のかわいいおゆうぎ 

玉入れ：雨雲高く・・・           綱引き：力勝負です！！   

（各種目の写真など詳細はホームページにも掲載してあります。） 

吹上地域市民運動会開催 

和田地区逆転の準優勝！！ 
  10月 8日、晴天のもと第 47回吹上地域

市民運動会が吹上浜公園 陸上競技場で

行われました。 

  競技では、地区運動会の成果を選手の

皆さん発揮することができました。 

 「世の中ままならぬ」、「なわとび」など

午前中までは、総合７位と低迷。 

午後の巻き返しに期待しました。 

  午後は、「ホールインワン」１位、「玉

入れ」２位と大健闘し、見事、挽回し 

準優勝の栄に輝きました。 

  運動会の最後の競技は「総合リレー」 

地区の名誉を背負い、どの地区も負けじと 

選手も応援団も一生懸命でした。 

総合リレー：下野駿選手から浜畑春菜選手へ 

自治会長さん、体育部長さんをはじめ役

員のみなさん、ご参加いただいた地区民の

皆さんありがとうございました。 

スポーツの秋に相応しい楽しい一日と

なりました。 

 

（裏面に続きます。11 月の行事予定表も） 

 

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/275人 女性/300人 世帯数/300世帯 29.10.1現在 

 


