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和田小学校在り方検討委員会報告

和田小学校存続を決める
地区公民館では、第４期地区振興計画策定
にあたり、小学校の今後の在り方を決めるこ
とが重要であることから、昨年 11 月から学校
在り方検討委員会を開催し、3 回の話し合いを
重ねてきました。
話し合いでは、小学校の現在の状況、統合
した時、存続した時のそれぞれ子どもたちや
保護者への影響、地域への影響など考えられ
る様々なパターンについて議論しました。
最終的に委員会では、これから小学校に出
す保護者の方々の意見を尊重して決めること
としました。
その結果、
『和田小学校に通学させたい』と
いう保護者の意見が多数あり、
「和田小学校に出したいという保護者のいる
限り学校は存続する」ということに決定しま
した。
委員会では、次のことも決定しました。
〇今後の新入生は、複数（２人以上）見込ま
れていますが、現在の児童数以上を確保で
きるように児童増加対策になお一層取り
組んでいくこと
〇魅力ある学校づくり、良好な教育環境を確
保するために、地区ぐるみで子育てを支援
し、学校を盛り上げていくこと
地区公民館では、２月 22 日開催の第４回
未来会議に学校在り方検討委員会の結果を
報告し、承認していただきました。
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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

和田児童クラブの運営状況について
和田児童クラブは、平成 29 年 8 月よ
り、国の事業を導入し、地区公民館が
事業主体となり、運営しています。
10 月からは、倉庫の改修も終わり、
子どもたちも地区公民館の生活に慣れ
楽しく過ごしています。公民館利用の
際は、子どもたちへの声かけもよろし
くお願いします。館庭でも遊んでいま
すので、車は最徐行でお願いします。

平成 29 年度和田児童クラブの概要
〇利用登録児童数；９人
〇開所日；月曜日から土曜日、但し祝
日、お盆（８月 13 日～15 日）年末年
始（12 月 29 日～翌年 1 月 3 日）及び
館長が認めた日を除きます。
長期休業中（夏・冬・春休み）
〇開所時間；ア）小学校の授業日
午後３時～午後６時
イ）小学校の授業の休業日（土曜日
を除く）午前８時から午後６時
〇利用料 月額 第 1 子 1,000 円、
第２子からは 1 人 500 円

第４期地区振興計画決まる！！
基本理念
『ずっと住み続けたい地域を目指して』
地区のテーマ
『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』
ソフト事業は、定住促進対策などこれま
で実施してきた事業は引き続き行います。
平成 30 年度より新たに取り組む事業を主
に紹介します。
○空き家・空き地対策事業
移住転入者へお祝い、
空き家入居者（小学生以下の子どものい
る家庭）への空き家改修支援、
○子育て支援事業
子ども誕生お祝い
○きれいな地域づくり事業
サポーター倶楽部有志の作業（小規模自治
会対象）、田中城跡頂上までの誘導路整備、
季節の花苗配布、
ゴミ不法投棄防止啓発看板設置
○地域活性化対策事業
（和田小学校支援事業）地域発展の基本と
なる小学校の魅力づくり、教育環境づく
りのための支援を行います。
夏休みプール開放の支援、特別教育活
動の児童への指導支援、防犯・危険箇所
看板設置、和田小学校・和田地区案内パ
ンフレット作成
※学校応援団員を募集します。
あなたの特技、趣味（園芸、書道、読
み聞かせ、体育、昔の遊びなど）児童の
教育活動に活かしてみませんか。

やさしいまち

○支援員退任のあいさつ○
この度、３月末で公民館支援員を退任
することとなりました。平成 28 年度か
らの２年間、地区民の皆様には大変お世
話になりました。至らない点も多々あっ
たかと思います。皆様に色々ご指導いた
だき、憧れだった田舎暮らしも楽しむこ
とが出来ました。和田地区をみなさんと
一緒に盛り上げることが出来、嬉しく思
います。２年間、本当に素晴らしい経験
となりました。
ありがとうございました。 内野 朋美

4 月の行事予定
日
3
5
6
9
12

13
14
17

20
23
24
26
27
29

曜
行 事
火 ヨガクラブ 20：00
木 第 1 回地区役員会 20：00
金 和田小学校入学式 9:50
吹上中学校入学式 12:50
月 たのしいﾊｰﾓﾆｶ教室 10：00
木 和田水土里クラブ役員会 19:00
第 1 回地区運営委員会・消防協
力会総会 20：00
金 文書発送
土 カラオケ同好会 20：00
火 和田水土里クラブ総会 19:00
地区公民館代議員総会 20：00
ヨガクラブ 20：00
金 和田小学校転入職員歓迎会
18：30
月 生け花同好会 9：00
火 にこにこ健康体操 10：00
木 第 1 回地区役員・専門部長、副
部長合同会 20：00
金 文書発送
日 ひまわり館誕生祭 9:00 スタート
ひまわりの苗プレゼント（先着 400 名）
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～認知症学んで、理解すると
負担は軽くなります～
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介護保険料第 7 期は、
平成 30～32 年度）6,100 円に
介護保険料は平成 30 年度からの基準
月額が 6,100 円となります。平成 12 年
に 3,000 円からスタートした保険料は 2
倍になりました。
高齢化の進展による介護サービスの
利用が増えたことによって年々上昇し
ています。
今後、団塊の世代の皆さんが後期高
齢者となる頃には、なお深刻な状況に
なることが予想されます。

『頭が元気で心が丈夫！！』それが一番

３月９日に婦人学級の閉級式を行いました。
式の前に、市介護保険課 介護予防支援係の
前田郁美先生に『認知症について理解しまし
ょう』と題し認知症や介護保険料について学
びました。
認知症は、介護認定の原因となった傷病名
（診断）の 26.2％を占め第１位です。

認知症予防は、関心を持ち、挑戦する
認知症の予防策としては、いろんな事に関
心を持ち、新しい事に挑むことが大切です。
かねてから楽しむ力・考える力を身に付ける
ことを心がけて予防に努めることです。

介護予防が大切！若いうちか
ら、元気なうちから準備を
介護費用が増え続けると、その分
介護保険料に反映されます。
健康を維持し、自立した日常生活を続
けていくことが大切です。市が進めま
す介護予防運動『筋ちゃん広場』に参
加しましょう。脳トレと筋トレです。

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/564 人

男性/271 人

認知症になると地域でのサポート力も必要
となります。頼れる和田地域、つながる地域
を目指していきたいものです。

30.3.1 現在

田中城跡の頂上周辺は、平成 18 年に
中和田自治会の皆さんが頂上からの眺
望が開けるようにと整備をしてくださ
いました。外堀跡の遊歩道もできていま
した。昨年は、急坂な箇所に手摺を設置。
おかげで、散歩コースに利用される方
を見かけるようになりました。
和田未来会議で田中城跡頂上まで気
軽に登っていただけるように誘導路を
整備したらという提案などがあり、第４
期地区振興計画（ソフト事業）で地権者
の方々の理解を得て整備することにな
りました。
その準備として、3 月 10 日にサポータ
ー倶楽部会員有志の方々で頂上手前の
竹藪の伐採作業を行いました。

婦人学級参加も大きな効果に
婦人学級に参加しいろんなことを学
び、友だちの輪を広げることも大きな
効果になります。30 年度も研修視察や
健康体操、講話など盛りだくさんの楽
しいプログラムです。元気なあなたこ
そ、今のうちから準備しましょう。
“備えあれば憂いなし”ですよね！！
30 年度の学級長は、田中和子さん
副学級長は、吉村康子さんが就任され
ました。これまでの副学級長の地頭所
友子さんは、学級長を 7 年間、副学級
長として 3 年間努められました。
長い間、ありがとうございました。

世帯数/296 世帯

田中城跡頂上までを再整備
誘導路計画

竹との戦い・・・(笑)

周囲の人の理解で、そこに居られる

女性/293 人

竹藪の中を竹をかき分けながら入り、
チェンソーで竹を切っていき、広場を作
りました。そして、どこから入るように
するかも検討しながら、竹藪の中を散策
し、少しはいい案が出て来たように思え
ます。

竹藪だった所がこんなに明るくなりました

作業いただいたサポーター倶楽部のみな
さまありがとうございました。

あなたの力を貸してください
サポーター倶楽部会員募集中
サポーター倶楽部は、和田地区の美しい
景観を維持し、
「きれいな地域づくり」
「住
みたくなる環境づくり」を推進することを
目的として設立しました。
現在、会員は 23 名です。
〇作業は、半日（午前中）です。
作業日は，原則、土曜日を中心に行い話
し合いで決めます。
〇作業場所は、田中城跡、小学校の環境整
備、各自治会間の整備、今年から若手の
少ない瀬谷自治会への市道などの整備
支援を行う予定です。
〇作業内容は、伐採作業が主です。草刈り
機などお持ちの方ならどなたでも参加
できます。
〇燃料、飲み物などは地区公民館で準備し
ます。謝礼は、1 回 2,000 円です。
あなたの少しの時間を地域づくりに活
かしてみませんか。地区外在住の方の参加
大歓迎です。申込み待っています。

