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 日置市消防操法大会 第 3位入賞 

  5月 13日（日）吹上浜公園陸上競技場西側

園路にて、日置市消防操法大会があり、当日

は朝から雨が降るなか市内からポンプ車の部

17チーム、小型ポンプの部 18チームが参加し

て行われました。 

  消防団員の方々はこの日のために年明けか

ら練習を重ねて来られました。 

見事、ポンプ車の部で第 3 位に入りました。 

3 番員の髙見敬三さんが個人優勝されました。

7 月 29 日(日)吹上浜公園で開催の日置支部大

会に出場し、県大会出場を目指します。 

 成績 1位 湯之元分団 2位 中央分団 

    3位 和田分団  4位 妙円寺分団 

 

 

 

 

 

 

 

 

       張りつめた操法開始前の整列 

和田分団 出場者 

 指揮者 下園忠征さん  （中和田） 

 １番員 宇治野優平さん （上和田） 

 ２番員 出口正悟さん  （苙 岡） 

 ３番員 髙見敬三さん  （下和田） 

 ４番員 田中宏和さん  （上和田） 

 補欠  坂口宏さん   （助 代） 

「高齢者学級」開級式開かる 

 5月 15日（火）に「高齢者学級」開

級式が開催されました。 

本年度も妹尾正信学級長、窪田祥子

副学級長を中心に 28名の会員で活動し

ます。（途中からでも参加できます。） 

 開級式の後は、市教育振興課常田和

彦主幹による「日置市と明治維新」と

題して、西郷隆盛と小松帯刀の生涯や

日置島津家、市内の文化財案内の話を

してくださいました。新たな視点から

ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」を見る

楽しみもできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日置の人たちも明治維新で活躍していたんだ 

「婦人学級」開級式開かる 

18日（金）には婦人学級の開級式も

開催されました。田中和子学級長と吉

村康子副学級長を中心に、地区婦人部

との共同で運営されます。 婦人会員

だけでなく、地域にお住いのご婦人の

皆様が参加できます。色々な事を勉強

する機会としての学級です。たくさん

の方の参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定健診受けよう「ガンは、早く見つけると治る」 

今回は、市民課篠原和子保健師による

「あなたは大丈夫？生活習慣病」の話でし

た。 死亡原因の第１位は「悪性新生物（が

ん）」２人に１人はかかり、３人に１人は

亡くなる病気です。しかし検診を受けるこ

とで見つけることも多いのです。生活習慣

を見直し、健康に気を付けましょう。 

 

★ 生活習慣病は血管病 

★ 動脈硬化は一日にしてならず 

★ 長年の生活習慣改善を今からスモー

ルステップで始めよう 

★ 予防に勝る治療なし、見つけられるが

んで命を落とさぬように 

 

次回は、６月１５日「西郷どん」のご子孫 

西郷隆文さん（日吉町在住）講演 

今年は、明治維新 150 年 「西郷どん」

について学んでみませんか。婦人学級生以

外の方でも、どなたでも聴講できます。 

地区ソフトバレーボール大会の案内 

期日；６月 23日（土）18時 30分開会 

場所；和田小学校体育館 

健康づくり、地区民との親睦にお気軽

にご参加ください。詳しくは６月 8日の

回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 行  事 

5 火 やさしい園芸教室 10：00 

 （計画的なやさい作りに挑戦） 

ヨガクラブ 20：00 

7 木 夏祭り打ち合わせ会 20：00 

8 金 文書発送 

9 土 サポーター倶楽部作業 8：00 

フラダンス教室 13：30 

（受講生募集中） 

カラオケ同好会 20：00 

11 月 たのしいハーモニカ教室  

10：00 

12 火 書写教室（児童クラブ）17：15 

15 金 婦人学級  20：00 

 （西郷隆盛について） 

19 火 ヨガクラブ 20：00 

22 金 文書発送 

23 土 地区ソフトバレーボール大会 

18：30 

25 月 生け花同好会 9：00 

29 金 にこにこ健康体操 10：00 
 

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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地区役員・専門部長・副部長合同会報告 

今年、初年度となる第 4 期地区振興計画（ソ

フト事業；事業費 2,940,000 円）の取り組み

を話し合うために 4 月 26 日役員・専門部合同

会が開催されました。 

  6 分野 11 事業で取り組んでいきますが、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。 

  （新規事業を主にお知らせします） 

あなたも和田小学校応援団員に 

地域活性化対策事業（和田小学校支援事業） 

小学校の教育環境の充実を図るため、先生

方に協力・支援し魅力ある学校づくりのお手

伝いをします。ただ今募集中です。 

①小学校支援有志指導者の募集 

 イ）プール監視の支援 

  夏休み中のＰＴＡによるプール開放のお手

伝いです。監視人は 3 名必要です。Ｐ会員で

は、数日間しか開放できないため子どもたち

に多くプールで泳げる機会をつくり、子ども

たちの体力づくりを応援します。 

 ロ）運動の指導 

  水泳・陸上記録会へ向けて専門的な指導の

できる方。 

  ハ）総合的な学習における指導者 

  郷土の話・昔の遊び・わら細工・竹細工・

手芸など授業で子どもたちに教えていただき

たい。 

ニ）学校内外整備支援 

 和田小は広いので夏場（5月～9月）

に 5回程度の作業のお手伝い。平日の 2

時間程度です。作業内容は除草・集草

などになります。 

ホ）高齢者学級（祖父母学級）に参加

して子ども達との異世代間交流のお手

伝い。 

学校行事に参加し小学校の現状を知

っていただくと共に子どもとの異世代

間交流により情緒豊かな児童の健全な

教育環境をつくりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者学級の方も入学式に参加し祝福 

②和田地区・小学校案内看板 

 ＰＴＡと協議を行い修正を検討する。 

③和田地区・小学校の案内パンフ作成 

  中山間ふるさと・水と土保全対策事

業で行う「ふるさと探検隊」などの結

果をもとに原案を検討し作成する。 

④防犯・危険箇所等告知看板の設置 

 ＰＴＡ・交通安全協会役員と協議し、

危険度の高い箇所から設置する。 

空き家・空き地対策事業 

小学生以下の子育て世帯入居者への空

き家改修を支援。空き家・空き地募集中 

地区外より移住された方へお祝い品。 

高齢者見守り活動事業 

各自治会高齢部の組織化を図る。和田

地区で高齢者クラブとして活動している

のは下和田・中和田自治会のみです。こ

のままでは、高齢化の進む各自治会での

見守り活動など大変なことになります。 

 きれいな地域づくり事業１ 

田中城跡頂上まで歩いて行けるように

はなりましたが、頂上近くまで車で行け

るように誘導路の整備に取り組みます。 

きれいな地域づくり事業Ⅱ 

市道瀬谷苙口線のゴミ不法投棄防止啓

発看板の設置。（苙口・瀬谷自治会と協議） 

小学校の奉仕作業 

 

 

 

 

 

 

 

5月 20日にＰＴＡ・青壮年・消防団の

方々により学校内外の草刈り作業を行い

ました。当日は朝早くからの作業でした

が、大人数での作業であっという間にき

れいになりました。ご苦労様でした。 

次回は 7月 29 日です。 

ひまわり誕生祭（15 年目） 

 4月 29日（日）ひまわり館の誕生祭が

行われました。和田小学校の児童によりま

す「ひまわり竹太鼓」の演奏に始まり、ひ

まわりの苗・からいも餅の無料配布や野菜

の詰め放題、農大の野菜・花の販売、フリ

ーマーケットなどにたくさんの方々が買

い物に来館され、盛況でした。 

日置市のマスッコット「ひおきちくん」

との写真撮影会もあり好評でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 1年生「竹太鼓デビュー」頑張りました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大盛況！お目当てのものを持って、レジへ！ 
 

 

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/562人 男性/270人 女性/292人 世帯数/298世帯 30.5.1現在 

 


