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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 1日（土）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。今回は、歩道脇の土砂

除去も行いすっきりとなりました。 

 国道の維持管理は、県の管理ですが、和田

地区公民館と苙岡自治会は、県が進めるふる

さとの道サポート推進事業団体として登録

し、地区内の国道の美化活動を行っています。 

次回の活動は、7月 14日（日）瀬谷自治会

の市道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。 

 

 

 

   

 

早朝より田中城跡、国道の草払いをしました。 

  あなたの力を貸してくれませんか。 

  サポータ倶楽部で地域貢献しませんか！ 

要支援者情報マップ 

検討委員会開催 
 

 

 

 

 

 

 

 

 「地域の支え合い」で安心して暮らせる地域を 

6 月 20 日に要支援者情報マップ検討

会が行われました。和田地区も高齢化

が進んできています。 

独居世帯や高齢により災害時に一人で

の避難が困難な方などを把握しておく

ことで、いざという時にスムーズに避

難できるようにします。 

 自治会長さんや民生委員さんだけに

お任せするのでなく隣近所で見守る体

制づくりが急がれています。 

 

 

 

和田地区の高齢化率 （令和元年 3月 31日現在） 

急速に進む高齢化、各自治会で話し合いを 

 人 口 65歳以上 高齢化率 55歳以上 

苙 口 33人 16人 48.5％ 25人 

瀬 谷 21人 16人 76.2％ 17人 

助 代 23人 18人 78.3％ 21人 

上和田 92人 45人 48.9％ 64人 

中和田 88人 44人 50.0％ 60人 

下和田 119人 60人 50.4％ 81人 

苙 岡 146人 54人 37.0％ 92人 

10年後は、和田地区は全自治会が高齢化

率 50％以上となります。安心して住めるよ

うに今から『支え合いマップづくり』など

に取り組み、自分の事だけでなく、周りの

事、地域の事を自治会で話し合う時です。 

 

「望まない受動喫煙」をなくす  

健康増進法が 2020年 4月 1日 

より全面施行されます。一部の 

施設については今年 7月 1日よ 

り施行されます。 

学校・病院・児童福祉施設・ 

地区公民館などが対象となり、敷地内全面

禁煙となります。喫煙する時は、敷地外で、

各自携帯灰皿の使用をお願いします。 

 

７月の行事予定 

日 曜 行  事 

６ 土 吹上地域女性ふれあい大会 

（吹上浜公園体育館） 9：00 

７ 日 小・中合同資源回収 8：00 

８ 月 ハーモニカ教室 10：00 

９ 火 小学校水泳大会 10：15 

水難救助訓練 13：25 

ヨガクラブ 20：00 

11 木 吹上地域地区公民館連絡協議

会研修視察 9：00 

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 

12 金 文書発送 

婦人学級 19：00 

「災害に備えて、パッククッキング」 

13 土 先進地研修視察 8：20 

カラオケ同好会 19：30 

14 日 和田地区サポーター倶楽部 

第２回活動日 瀬谷集落 8：00 

15 月 ○海の日 

18 木 健康セミナー「米盛病院出前講

座」 10：00 

22 月 生け花同好会 9：00 

23 火 ヨガクラブ 20：00 

26 金 文書発送 

27 土 フラダンス教室 13：30 

カラオケ同好会 20：00 

28 日 和田小学校奉仕作業 7：30 
 

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 

７月２１日（日）に行われる予定の参議院選挙

は、投票所が和田地区公民館・会議室になりま

すので、お間違いの無いようにお願いします。 

社会福祉協議会では、『支え合いマ

ップづくり』を進めています。 

地域の支え合いや助け合いの実態、

福祉課題を把握するための手段です。

ご近所とのお互いの関わり合いを洗

い出し、それぞれの出て来た課題に対

してどんな解決策が考えられるか住

民同士が主体となって課題に取り組

むきっかけづくりとして活用します。 
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和田地区ソフトバレーボール大会開催 

苙岡自治会優勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

4試合勝利し、優勝された苙岡自治会のみなさん 

 6 月 22 日（土）和田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。 

 今回は上和田・中和田・下和田・苙岡・瀬

谷自治会が参加しました。各自治会 1 チーム

とし総当たり戦で行われ４試合全勝利した苙

岡自治会のチームが優勝をされました。２位

は３試合勝利した中和田自治会でした。 

試合に出場する方や応援で参加してくださる

方、それぞれの役割で大会に参加、協力して

くださりにぎやかに開催されました。 

 

 

 

 

 

瀬谷自治会高齢部も応援で参加！「がんばれー」 

第 26回和田地区夏祭り 

8月 11日（日）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」で

す。（株）西酒造さん協賛の花火の打ち

上げ、ポスター・灯ろうコンクール、

大抽選会です。 

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 夏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、「祭もりあげ賞」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します。 

灯ろうは一般の方の参加大歓迎です。 

⑤ お楽しみ抽選券は、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 111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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・ 

和田地区出身者・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 8 日（木）までです。 

「祭りの主役はあなたです」 

是非、ご参加ください♪ 

お楽しみ抽選券付プログラムは 7月 26日の

自治会発送で各家庭へお届けします。 

 

7 月の婦人学級 

災害に備えて「パッククッキング」 

  日時；7 月 12 日（金）19：00～ 

  場所；和田地区公民館 会議室 

  日赤ボランティアの方に災害時の炊き

出しとしてご飯のパッククッキングの指

導をしていただきます。ビニール袋を利

用しての防災かっぱ作りも学びます。 

学級生以外で参加されたい方は地区公

民館までご連絡ください。 

 

健康づくりセミナー  

「米盛病院出前講座」開催のご案内 

日時；７月１８日（木）10：00～ 

場所；和田地区公民館 会議室 

講師；循環器内科医 下高原純一 先生 

“急性心筋梗塞の予防について” 

今回は、突然襲う心臓など循環器の予防の

お話です。専門の先生が指導してくださる

良い機会です。高齢者学級の一環で開催し

ますが、どなたでも参加できます。 

参加ご希望の方は、地区公民館までご連絡

ください。 
 

第４期地区振興計画（30年度～令和２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/513 人 男性/247 人 女性/266 人 世帯数/281 世帯 Ｒ1.6.1 現

在 

 

昨年の 

灯ろうコンクール

受賞者です。 

 

昨年、受付を手

伝う中学生！ 

頼もしい子どもた

ちです。 

 


