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和田地区サポーター倶楽部活動開始！ 

国道日置市南の玄関口きれいに 

  6 月 9 日に第１回サポーター倶楽部による

活動が行われました。当日は朝から蒸し暑い

日でしたが、15名の方々が参加してくださり、

田中城跡と農大下の国道 270 号線の山茶花の

手入れと除草をしていただきました。 

  国道農大下は、例年この時期になると草木

が歩道まで繁茂し通行の障害になったり景観

を損なっていました。日置市の南の玄関口で

もあることから一昨年よりサポーター倶楽部

の作業として整備することにしています。 

田中城跡は 7 月に歩こう会で登る予定にな

っています。気持ちよく散策できる事と思い

ます。桜やモミジも大きくなっていますよ。 

次回は、7月 15日（日）瀬谷自治会作業支

援として市道庭坂線などの伐採作業を自治会

の皆さんと一緒に行います。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

田中城跡外堀遊歩道     国道きれいになりました 

  サポータ倶楽部で地域貢献しませんか！ 

 

平成 30 年度 

中山間ふるさと・水と土保全対策

事業「ふるさと探検隊」に参加を 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  県関係者を交え和田の魅力発掘を協議  

  ふるさと探検隊とは、地域に住む

人々が主体となって「自分たちが暮ら

している環境は、自分たちでつくり、

育て、守っていこう！」という考え方

で地域を点検し、魅力や課題について

お互いが協力して解決策を検討し、 

更に快適な地域生活を実現していくた

めに行います。 

 この事業は、水土里クラブ活動の一

環で鹿児島地域振興局、鹿児島県土改

連、日置市の協力をいただいています。 

  実施日は平成 30 年 8 月 19 日（日）

午前 8 時～11 時 30 分 

普段なにげなく見逃している地域の

ことを違う視点から点検してみましょ

う。探検隊は、①苙口－瀬谷-助代、 

②上和田-中和田、③下和田-苙岡の

３コースです。 

 事前に各自治会でふるさと探検隊の

参加者、魅力ある場所、危険な場所、

改善して欲しいところなど話し合って

臨んでください。 

魅力ある学校づくり事業 

和田小学校応援団！ 始動 
5月に地域の皆様に呼びかけ、応募いた

だきました学校応援団員。 

さっそく、6月に学校内外整備支援の方

にお手伝いをいただき作業を行う事にな

りました。    

夏休みのプール監視の支援もお願いで

きることになり、子どもたちも安心して長

期間プールで泳げることになりました。 

また、子どもたちの体力向上を願い、ゆ

～ぷる吹上のスイミングコーチによる

水泳教室の開催なども計画しています。 

 

地域おこし協力隊員配置に応募！ 

地域おこし協力隊員は、都市地域から過

疎地域などへ住民票を移して住み、地域ブ

ランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の

地域おこしの支援を行います。 

  和田地区では、地域の宝であります「助

代温泉の復活」と空き家を活用した長期滞

在型の田舎体験事業等による山村集落の

活性化策の検討。 

都市農村交流施設の館である「ひまわり

館」の活性化につなげられたらとの思いで

隊員配置を応募することになりました。 

    

和田児童館の解体が始まります 

  昨年 7月で閉館した和田児童館の解体

が、6/7から 9/4までの間に解体されるこ

とになりました。工事は 7月に入ってから

行われるようです。地域の皆さまにはご迷

惑をおかけしすがよろしくお願いします。  

７月の行事予定 

日 曜 行  事 

1 日 小・中合同資源回収 8：00 

3 火 児書クラブ書写教室 17：15 

ヨガクラブ 20：00 

8 日 4 地区交流グラウンドゴルフ大会

（和田地区開催）9：30 

9 月 ハーモニカ教室 10：00 

10 火 小学校水泳大会 10：15 

水難救助訓練 13：25 

12 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 

13 金 文書発送 

14 土 フラダンス教室 13：30 

カラオケ同好会 20：00 

15 日 和田地区サポーター倶楽部 

第 2回活動日 8：00 

健康づくりウォーキング 

「歩こう会」 8：30 

17 火 ヨガクラブ 20：00 

19 木 婦人学級研修視察 （鹿児島市） 

23 月 生け花同好会 9：00 

24 火 にこにこ健康体操 10：00 

26 木 第 2 回ふるさと探検隊事前打合

せ会 20：00 

27 金 文書発送 

高齢者学級研修視察（鹿児島市） 

28 土 カラオケ同好会 20：00 

29 日 和田小学校奉仕作業 7：30 

消防団日置支部消防操法大会

8：30（吹上浜公園園路） 
 

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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6月 7日「夏祭り運営打ち合わせ会」報告 

第 25回和田地区夏祭り 

8月 11日（土）午後 7時開催決定！ 

  雨天時は、和田小体育館です。 

今年のオープニングは、和田小学校児童に

よります「ひまわり竹太鼓」 

（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。 

主な内容 

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。出店もふるって応募ください。 

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。和田小近くの自治会の方も利用でき

ます。後日、回覧で希望を募ります。 

④ ポスター・灯ろうコンクール実施 

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。灯ろうも育成会を中心に描いても

らい表彰をいたします。 

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、無効になります。 

⑥花火は、打ち上げ花火を 117発 

祭りのフィナーレの花火大会は、仕

掛け花火は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

いますので今年も、打ち上げ花火を主

にし、盛大に和田の夏の夜空をかざっ

てもらいます。お楽しみに！ 

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大イ

ベントです。みなさんお誘い合わせの

上ご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「和田族とゆかいな仲間たち」・・第２弾に期待 

出演者募集中！ 

出演者を募集しています。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 9 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 27日の

自治会発送で各家庭へお届けします。 

婦人学級で西郷隆文氏講演 

6月 15日（金）に、日吉町在住の西郷

隆文氏に「西郷隆盛と祖父菊次郎」につ

いて講演をしていただきました。 

当日は婦人学級生以外の方も聴講されま

した。西郷先生には、ＮＨＫのせごどん

の撮影にまつわる話から、当時の関係者

の子孫の方から聞いた話などまじえ西郷

どんの素顔に迫る貴重な歴史の一部を教

えてもらいました。 

90 分余の時間があっという間に過ぎて

しまい、又聞きたいとの声もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西郷どんの素顔に迫る話に興味津々 

７月は、高齢者学級・婦人学級ともに

研修視察で大河ドラマ館や南洲墓地など

見学に行きます。今回の話をもとにいい

研修ができると思います。お楽しみに！ 

両学級とも学級生募集中です。 

新講座『フラダンス教室』スタート 

 

 

 

 

  

 

  やさしい曲にあわせ、手話も交えて！ 

  ５月より地区公民館講座としてフラダ

ンス教室が始まりました。 

教室は「アロハ・・こんにちは」で始ま

り「マハロ・・ありがとうございます」で

終わります。フラダンスは小さな子供から

年配の方まで楽しめるダンスです。教室生

は月１回の練習ですが、習ったことを自宅

で復習してすでに振付をものにされてい

る方もいらっしゃいます。夏祭りに出演し

たいと意欲満々です。講座生募集中です。

あなたも一緒に踊りませんか。楽しいよ！ 

  公民館では、他にも講座として、『ハー

モニカ教室』『やさしい園芸教室』 

自主クラブとして『生け花同好会』『カラ

オケ同好会』『にこにこ健康体操』『ヨガク

ラブ』『わだっこサークル』など活動をし

ています。 興味のある教室などありまし

たら、地区公民館にお問合せください。 

 

第４期地区振興計画（30年度～32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/521人 男性/236人 女性/285人 世帯数/296世帯 30.6.1現在 

 


