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9 月は、特定健診受診月間です！
『我がこっじゃ 日々の点検

お

おひさま運動
はようの声ひびく 思いやり育てる

ひ
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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

和田地区先祖追弔会開催
8 月 16 日（金）地区先祖追弔会を西岸
寺の中島良典先生にお越しいただき開催
しました。

笑顔の老後』

最優秀賞 下野照男さん（一般） 有馬由華さん（小学生）

夏祭りの席上で入賞された方々への表彰式
を行いました。
【最優秀賞】

（小学生の部）
「散歩でも

健康づくり

（一般の部）

有馬由華さん
できるんだ」
下野照男さん

「我がこっじゃ 日々の点検 笑顔の老後」
【優秀賞】
（小学生の部）
谷﨑れお さん
「けんしんで わかるけんこう ふけんこう」
出口りいご さん
「けんしんは じぶんのためにうけようね」
（一般の部）
窪田祥子 さん
「週一度 歌って笑って 筋ちゃん体操」
坂口美喜代 さん
「日がけ 月がけ 心がけ
貯めよう腸内 善玉菌」
入賞作品は、特定健診受診啓発に使用させてい
ただきます。なお、応募作品は各 1 点づつ県国
保連合会標語募集に出品しました。

令和元年度の総合健診が始まります。
吹上地域は下記の日程です。
受診時間は、わずかな２時間余です。
健康維持のため必ず、受けましょう。
受付時間 ８時～１０時まで
会場；吹上中央公民館
9 月 4 日(水)・5 日（木）・6 日（金）
7 日（土）・8 日（日）・9 日（月）
10 日（火）
会場；永吉地区体育館
9 月１2 日（木）・１3 日（金）

昨年の和田地区受診率 64.23％
今年の目標 70％達成を
平成 30 年度特定健診受診率は、
日置市 61.60％、吹上町 63.24％、
和田地区 64.23％となっています。
すでにお手元に受診票が届いている
と思います。
隣近所誘い合って受診しましょう。
早期発見、早期治療で健康寿命を伸
ばしましょう。
怖いガンも早期発見で直りますよ！

やさしいまち

和田小・地区合同運動会は、
9 月 29 日（日）開催
健康に良い汗を、地区外の出身者の方
も参加大歓迎！呼びかけをお願いしま
す。当日雨天の場合は、順延となり 30
日（月）です。地区のプログラムは誰で
も出場できる種目を行います。

９月の行事予定
日 曜
行 事
3 火 ヨガクラブ 20：00
７ 土 高齢者学級グラウンドゴルフ
15：00（雨天時は、ペタンク）
大正 11 年から続く行事;先人の心を次代につなぐ

中島先生の講話より
昭和・・人と人との繋がりがあった。
平成・・便利になったが人とのつながり、
地域とのつながりが疎遠になった。
令和・・便利さプラス人とのつながり、
地域とのつながりのある時代に
今あなたは生きている幽霊になってい

８ 日 吹上中学校体育祭 8：40
９ 月 ハーモニカ教室 10：00
13 金 文書発送 （和田小・地区合同
運動会プログラム発送）
14 土 カラオケ同好会 19：30
15 日 和田小学校整備作業 7:30
16 月 ○ 敬老の日
17 火 ヨガクラブ 20：00
19 木 運動会賞品準備 20：00
23 月 ○ 秋分の日
生け花同好会
26 木 小・地区合同運動会準備 14:05
27 金 文書発送
28 土 フラダンス教室 13：30
29 日 和田小・地区合同運動会
役員集合 8：25 開会式 8：45

ませんか？幽霊は足が無いので地につい
ていません。忙しすぎることを「地に足が
つかない」といいます。
我利我利（がりがり）の心
忙しいと心が無くなり自分中心の考え
方になってしまいます。
◎夏祭りには多くの若者や子どもたちの姿が風
自利利他（じりりた）の心
物詩となりました。この若い人たちが帰りた
相手を幸せにできれば自分も幸せにな
れます。身近にいる人に感謝の気持ちを持っ
て生活することが大事です。

い、住みやすい地域となるよう努力していき
ましょう。和田の後継者を育てましょう。さ
あ、あなたの自治会での取り組みは！

第 300 号
令和元年 8 月 23 日発行

公民館だより

和

田

その１

日置市吹上町和田地区公民館
電 話 ０９９－２９６－３０３１
ホームページ http://wada.jpn.org/

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/511 人

男性/247 人

女性/264 人

世帯数/278 世帯

1.8.1 現在

第 26 回 和田地区夏祭り開催！！
８月 11 日（日）台風接近も予想され、当日
は風が少し気にはなりましたが、天気に恵ま
れ第 26 回和田地区夏祭りが和田小学校児童に
よる「ひまわり竹太鼓 2019～風の力～」のオ
わだっこｻｰｸﾙ；「パプリカ」
ープニングで開始されました。
今年は井上建三さん大迫景子さんの司会に
より進められました。

和田児童クラブ；
「Ｕ・Ｓ・Ａ」

下和田バンド「太陽にほえろ他」 英 鶴尚峰会「阿波踊り

中学生；「ロック吹上」

下野恵理香さん「あんたの花道」

今年のテーマは「風の力」みごとな竹太鼓の演奏！！

夏祭りポスターコンクール入賞者（敬称略）
１位 髙見萌栞 ２位 谷﨑怜王

わだ族とゆかいな仲間たち；「維新ｄａｎｃｉｎ‘！」 フラダンス教室；「海の声」 マレーシアダンス留学生と共に

今年は、お盆前の日曜日開催、連休が続

３位 馬籠梨代
灯ろうコンクール入賞者（敬称略）
１位 高見萌栞 ２位 下野真歩
３位 出口徠椛
苙口自治会の皆さん、帖佐昇さん（上和田）
田中祥夫さん（中和田）が前回よりグレード
総踊りは法被・ゆかたにて祭りを盛り上げて賑やかに楽しみました。
アップして灯ろうを飾ってくださいました。 歌；本山誠さん 「伊豆の佐太郎」
上和田清流会、下和田青壮年部、苙岡青壮年部
幼児のわだっこサークル・児童クラブ・中学生・公民館講座生・ほか地区外の方

いた事などもあり地区外在住の親子連れ
での参加者が多かったようです。
青壮年部を中心に婦人部、地区の皆さん
のご協力のおかげで昼間の準備から後片
づけまで事故なく無事、夏祭りを終了する
ことができました。ご参加いただいたみな
さん、ありがとうございました。
夏祭りの活気をこれからの「和田興し」

の皆さんの出店も行列ができるほど大盛況の売
れ行きでした。

地域づくりにつなげていきましょう
（９月の行事予定は、裏面をご覧ください。）

の応援出演もあり盛りだくさんのプログラムで楽しい舞台になりました。
フィナーレには、西酒造さん協賛による打ち上げ花火が和田の夜空に輝きました。

