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ソフト事業を活かし名所づくり
下和田自治会・
「菖蒲園」の手入れ
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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

地区公民館の清掃活動
公民館の清掃を上和田・中和田・下
和田・苙岡・助代の婦人部とひまわり
グループの方たちが、毎月交代で清掃
をしてくださっています。６月は、ひ

朗報！
イノシシ、アナグマ被害に悩む方に
「地域で取組む 鳥獣被害対策講習会」
を開きます
大規模農家の方だけでなく、家庭菜園だ

まわりグループの方々が、前日に館内
の清掃を翌日に雨天でできなかった花
壇の草取りをしてくださいました。

けの方や、力仕事が苦手な女性の方でもで
きる、ちょっとしたコツを、平川動物園で
働く鹿児島大学農学部獣医学科出身の元
気な獣医師がわかりやすい動画を使って
丁寧に教えます。動物の面白動画も用意し
ているので農業をされていない方も気軽
にご参加ください。 ペットの健康相談も
受け付けます。 参加費は無料です。

７月 16 日（祝）に下和田の田の神様側に
ある菖蒲園を下和田青壮年の方たちにより手
入れが行われました。池の周りの草を払い、
池の雑草も抜き取りすっきりとした菖蒲園が
復活しました。
上和田自治会・「夫婦岩」の景観整備に汗

開催期日：８月 28 日（火）20：00

婦人部のみなさんいつもありがとう！

和田地区先祖追弔会
開催のお知らせ
期日：8 月 16 日（木）13：30
場所：和田地区公民館大会議室
『地区先祖追弔会』を開催します。
いちい

上和田の清流会の方々は、７月８日（日）
に堀川の夫婦岩周辺の整備をされました。
雑木を伐採し、清流堀川の名所にふさわしい
景観となりました。夏休みに訪れる皆さんも
気持ちよく遊べるでしょう。

今回は法泉寺の 櫟 先生をお迎えして、
法要と講話をしていただきます。
暑い中ではありますが、ご近所
誘い合ってお越しください。

会 場 ：和田地区公民館
司会：久保田治助（鹿児島大学）先生
講師：浅井隆之（合同会社南九州野生動
物保護管理センター代表・平川動
物園獣医師）
テーマ：誰でもわかるイノシシ・アナグ
マの生態と防除法
内容：イノシシ・アナグマの生態
意外と見落とす電気柵の正しい
取り付け方
始めてみよう獣害対策
効果的な対策ってどんなもの？
などなど、和田地区のみなさんが
気になるお話をします。

やさしいまち

ひまわり館『新米祭り』
８月 5 日（日）9:00～

開催

早期水稲の収穫の時期を迎えました。
ひまわり館では、新米祭りを開催します
新米おにぎりの無料配布や新米量り売
りや野菜の詰め放題などあります。

８月の行事予定
日 曜
行 事
４ 土 吹上地域女性ふれあい大会
吹上浜公園体育館 9：00
フラダンス教室 13：30
５ 日 ひまわり館新米祭り 9：00
６ 月 楽しいハーモニカ教室 10：00
７ 火 やさしい園芸教室 10：00
今回は、苗つくり講習です。材料
代 300 円を準備してください。

10 金
11 土
16
19
21
23

水
日
火
木

24 金

ヨガクラブ 20：00
文書発送
第 25 回地区夏祭り
花火大会 19：00
地区先祖追弔会 13:30
ふるさと探検隊 8：00～11：30
ヨガクラブ 20：00
第 2 回地区公民館運営委員会
20:00
文書発送

25 土 カラオケ同好会 20：00
27 月 生け花同好会 9：00
28 火 にこにこ健康体操 10：00
伊作太鼓踊り 華熟里保存会
鳥獣被害対策講習会 20：00
※参加希望の方は、8 月 20 日（月）まで
◎８月 13/14/15 日は、地区公民館は休館
に地区公民館へお申し込みください。
します。（お盆休み）
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地区ソフトバレーボール大会開催
中和田自治会初優勝

日置市吹上町和田地区公民館
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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

学校応援団始動！！
和田小学校祖父母学級・校内水泳大会
頑張る子どもたちに大きな声援を！
７月 10 日、和田小学校の祖父母学級
の開級式と水泳大会も行われました。

人工呼吸と AED で救える命
もし隣の人が突然倒れて意識を失い
心臓が止まっていたらどうしますか
救急車が到達するまでの間（平均約９
分）に救命措置を施すことで命を救えま

祖父母の方々と地区民の皆さんが頑張
る児童の姿に声援を送っていました。

す。救急車を待つ間に１秒でも早く、人
口呼吸や AED を使った救命措置を行うこ
とで命を救え、後遺症を軽減することに
つながります。
各自治会での自主防災会での講習会に
積極的に参加しましょう

和田児童クラブの皆さん
七夕を飾りました

「災害にあった人が幸せになりますように」

小学校も長い夏休みに入りました。
児童クラブの子どもたちも七夕飾りを

健康づくり歩こう会を開催

作成したり、お昼におにぎりパーティをし
たりといろいろ計画があるようです。地域
の方も時には来られて、一緒に過ごしてみ
ませんか！
自治会別の世帯数・人口統計 H30. 7.1 現在

優勝の中和田Ａチームのみなさん！

６月 23 日（土）地区ソフトバレーボール大
会（地区体育部主管）が和田小学校体育館で
行われました。
今回は苙岡・上和田・中和田・下和田自治
会より２チームが出場しました。各チーム中
高校生から 60 代の皆さんまで、地区外在住の

同日に小学校体育館で第１回学校
保健委員会が開催されました。

子供たちもたくさん参加し、大会を盛り上げ
てくれました。日頃の運動不足のせいか１セ
ット途中の選手交代もあり、和気あいあいの
大会となりました。
中和田自治会では、反省会で新ユニフォー
ム作成の提案などあり、さっそく自治会のコ
ミュニティづくりに優勝効果がありました。
成績は、準優勝；苙岡Ｂ、３位；上和田Ａと

日置地区消防署の救急救命士より、
講話を聴き、心肺蘇生法（ＡＥＤを含
む）・救助法などの講習を受けました。
実際に携帯電話で１１９通報を行い、
指令室からの指示に従いひとつひとつ
行動を行っていきました。指示の通り
落ち着いて行動することで適切な処置
ができることがわかりました。

７月 15 日（日）保健福祉部主管によ
る「健康づくり歩こう会」を開催しまし
た。当日は、暑さを避け早朝より行いま
した。田中城跡から下和田‐上和田への
農道の山裾を歩きました。夏場でも涼し

なりました。

昨年から地区保健福祉部員も参加
し、いざという時に備えています。

いところを再発見したコースでした。
次の歩こう会は、11 月 25 日（日）です。

子どもたちの頑張る姿に元気をもらいました

救命救急講習会開かる

世帯数

みんなで歩けば足取りも軽く

人

口 人

口 人

口

（男）

（女）

(合計）

苙

口

25

18

21

39

瀬

谷

18

7

14

21

助代

16

8

16

24

上和田

52

51

44

95

中和田

43

49

43

92

下和田

68

57

65

122

苙

岡

72

70

82

152

地区計

294

260 人

285 人

545 人

（前月比）
（△２世帯）

（△3 人）

自治会の将来のことを考えましょう！！
(8 月の行事予定は、裏面へ)

