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 市民駅伝競走大会  

Ａチーム 準優勝 

Ｂチーム 第７位（Ｃクラス優勝） 

下野真歩選手 区間賞！！ 

  第 56回吹上地域市民駅伝競走大会は、 

11 月 11 日に南回りコースで、12 チームが出

場し開催されました。和田地区は、２チーム

出場、平鹿倉・和田方面を快走しました。 

３区で１位になりましたが、その後は２位を

守り、Ａチームが準優勝、Ｂチームは第７位

Ｃクラス優勝という成績を収めることができ

ました。 

特に、小学生、中学生、高校生の活躍は、

来年につながる大会となりました。 

 ５回出場の下野真歩選手 

下園翔翼選手は特別賞を 

受賞しました。 

  今大会は、故障者もなく 

各選手が練習の成果を十分に 

発揮、区間２位が４選手、うち１区の馬籠大

斗選手は、１秒差で区間賞を逃しました。 

反省会では、今年の出場を惜しくも逃した

補欠の選手や思うように走れなかった選手か

らは、早くも来年に向けて頑張りたいなどの

力強い抱負が聞かれました。 

大会参加にあたり、練習・試走とご協力を

いただきました地区役員、各自治会長さん、

体育部、保護者、婦人部の皆さんにはお礼申

し上げます。事故なく大会を無事終了できた

ことに嬉しく思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会式後；田口監督から「一人 1 秒短縮の気持ちで」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日置地区体育協会連絡協議会功労者表彰 
吹上地域体育協会体育功労者表彰 
  今村 るみ子さん（苙岡自治会） 
 今村さんは吹上町時代より 14年 10ヶ月
スポーツ推進員として、地域内外でスポー
ツに関する功労に対して感謝状の表彰が

行われました。長い間ご苦労様でした。 
 
 
 
 
 
 
 

   

空き家は地域の財産、 

負の財産となる前に空家登録を 
家は、空家となると急速に老朽化が進み

ます。傷む前に是非、空き家登録し、活か

してみませんか。 

最近、田園回帰、田舎志向の高まりもあ

り、地区公民館には空き家の問合せが増え

ています。是非、空き家を登録し和田地区

の活性化に活かしてみませんか。 

  市空き家バンクに 8 件登録し、 
うち 4 件に入居 

  日置市の空き家バンク制度は、平成 29
年４月に発足し、これまで地区から 8 件
の登録があり、４件に入居していただき
ました。登録中の４件は、売家２件、借
家２件となっています。詳しくは、日置
市のホームページを検索して下さい。 

  地区では子育て支援策として、小学生以
下の子育て世帯が空き家に入居する際の

改修等の支援（40 万円）を行っています。 
 この機会にあなたの子や孫さん、友人、知

人に和田への移住を進めてみませんか。   

 ひまわり館 年末大感謝祭 

  12月 23日（日）９時スタート 

 ぜんざいのふるまい（先着 100名） 

大抽選会、野菜のつめ放題など満載！ 

 ひまわり館では、出荷者を募集中。 

少量でも大歓迎、集荷もいたします。 

        お問合せ ☎296－2519 

『共生協働の講演会』を開催します 

12 月４日 19:30～和田地区公民館にて 

 「協働とは」についてみんなで学ぶ機

会です。住みやすい地域にしようと思っ

ている方、どなたでも参加大歓迎！ 

「役員任せの自治会運営」「誰かがやっ

てくれるだろうの他人任せの地域づく

り」でなくみんなが主体的に取り組む体

制・気運づくりについて学びます。 

申込みは：各自治会長さん、地区公民館 

1２月の行事予定 
日 曜 行  事 

４ 火 やさしい園芸教室 10：00 

ヨガクラブ 20：00 

共生協働講演会 19：30 

第３回地区運営委員会 21：00 

７ 金 文書発送 

８ 土 フラダンス教室  13：30 

カラオケ同好会  19:30 

10 月 たのしいハーモニカ教室 10：00 

18 火 ヨガクラブ 20：00 

21 金 文書発送 

23 日 ○天皇誕生日 

24 月 ○振替休日 

25 火 にこにこ健康体操 10：00 

26 水 生け花同好会 9：00 

28 金 館内すす払い、迎春準備 

仕事納め 
 

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 

４区山之内大作選手から 

５ 区 田 口 悦 次 選 手 へ

 

 ６区上床亜美選手から 

７区下野博貴選手へ 

６区上床亜美選手から 

７区下野博貴選手へ 

１０区下野翔太選手 

２位 （1 01′11″） 

１０区下園翔翼選手 

 ７位（1 06′04″） 
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   ～生きがいづくり・健康づくり～ 

地区文化祭 盛大に開催 
  第 26 回和田地区文化祭が、11月 18日（日）

に開催されました。当日は、9時から即売会、

展示発表がスタート。 

即売会は、産業部の地元農産物、ひまわり

グループの手作り加工品、上和田清流会のし

んこ団子・たこやき、下和田青壮年部の焼き

芋、下窪商店の野菜の詰め放題、手作り雑貨

＆カフェの出店で賑わいました。 

展示発表では、小中学生の作品や各自治会

のいきいきサロンの活動報告、婦人学級で作

ったポーセラーツのマグカップ！在麑和田会

の方も竹細工や書道展での受賞作品を展示し

ていただきました。 

特別公演では、日置市出身の加藤兄弟によ

る津軽三味線の演奏をしていただきました。

迫力のある三味線の音色に感動したり、民謡

の透き通った歌声に感心したり、会場と一緒

に盛り上げることを教わったりと、とても感

動の時をすごしました。 

 

 

 

 

 

学習成果発表では、わだっこサークルによ

るかわいいおゆうぎ、児童クラブ、舞踊、 

健康体操にダンス、ハーモニカ演奏、カラオ

ケ、と大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大盛況の即売会場、「完売」続出！              ﾌﾗﾀﾞﾝｽ教室；「月の夜は」 

 

 

 

 

 

 

 

 

津軽三味線日本一の演奏に聞き入りました        にこにこ健康体操教室；「いっぽんどっこの唄」 

 

 

 

 

 

  

 

 

藤扇秀夏 事 谷崎真奈；「無情の波止場」         女性部有志；「ゆめ～KIBAIYANSE～」 

今年の文化祭は、初めて午前中の開催となりました。いかがだったでしょうか。

これまでとしますと即売会から展示・舞台発表と来場された方も多く好評だったよ

うです。17日（土）の準備からご協力いただきました、和田小学校をはじめ出品者

や出演者、出店者、役員関係者のみなさんありがとうございました。 

  中和田自治会長寿会の皆さん 

地震避難訓練・消火訓練を実施 

   中和田長寿会では 11月 15日に中和田

公民館で、南部分遣所の消防隊員の方よ

り地震時の避難訓練と消火器の使い方を

ご指導いただきました。中和田自主防災

会では、身体の不自由な方を手際よく避

難させるために２輪車を改造したお手製

の運搬車を作成しました。 

 

 

 

 

 

消火器の使い方は・・   楽に安全に避難できます 

   あなたの自治会では 

高齢部活動やっていますか 

地区では、いつまでも元気に長生きでき

る地域づくりをめざしています。そのため

には一人ではできません。1 人暮らしで人

付き合いが少なく社会的に孤立した人は、

そうでない人に比べ、介護が必要な状態に

なったり死亡したりするケースが1.7倍高

いとの調査結果も出ています。（筑波大学な

ど研究チーム発表：30・11.5南日本新聞掲載） 

  各自治会の公民館で「いきいきサロン」

や「筋ちゃん広場」などに取組み、安心

して住み続ける地域にしましょう。 

（裏面に続きます。１２月の行事予定表も） 

 

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』 

 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/540人 男性/258人 女性/282人 世帯数/291世帯 30.11.1現在 

 


