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第 27 回和田地区文化祭 

11 月 17 日（日）8：30 展示・即売会開始 

今年の文化祭は、和田小学校創立 140周年を

記念し 11月 17日（日）に開催されます。 

日程；8時 30分～12時 30分 

展示発表、地元特産物、フリーマケット 

ひまわりグループ（ふくれ菓子など）、上

和田清流会（しんこ団子など）、下和田青

壮年部（焼き芋）などの即売会があります。 

9時 30分 オープニング 

 和田小児童『ひまわり竹太鼓』他 

  10時～開会式・特別講演・展示 

 『農業開発総合センター遺跡群から  

わかる和田の歴史』 

   （旧石器時代から鎌倉時代を中心に） 

   和田小学校教頭  廣栄次先生 

 11時 00分～12時 30分 舞台発表   

〇舞台発表・展示作品の出品申込みは、 

11 月 1 日(金)まで 

〇即売品、フリーマーケット出店申込み 

11 月 11 日(月)まで 

地区公民館へ振るってお申込みください。 

※舞台発表・作品展示に出品された方には

当日の即売品出店で使える商品券を参加賞と

して差し上げます。 

☆今年も運行します！！送迎タクシー 

遠慮せずにご近所お誘い合わせの上、是非

ご利用ください。送迎タクシー利用案内は、

10月11日の文書発送で班回覧にてご案内して

います。自治会長さんにお尋ねください。 

文化祭のプログラムは、11月 8日（金）

の文書発送でお届けします。 

準備は 16日 8：30より行います。 

作品の搬入は会場準備ができましたら、

搬入できます。 

あなたの貴重な体験を次世代に 

つないでください 

戦前・戦中・戦後の体験募集中 

和田小学校は、明治 12年に創立され、 

今年で 140年を迎えます。文化祭では、 

和田小学校創立 140 周年記念として「和

田小学校の記録」の展示コーナーを設け

ます。昭和 30年以降の写真は学校に保存

されていました。戦前・戦中・戦後の和

田小学校での生活の記録を探していま

す。当時の学校生活や作品集・写真・教

科書などお持ちの方がいらっしゃいまし

たら、地区公民館へお知らせください。 

 

在麑和田会の方より、今年も舞台発表

や書道・工芸品の作品展示や伊集院町妙

円寺在住の下野茂美さん（上和田自治会

出身）の手作りバギー車の展示もありま

す。地区外からの参加大歓迎です。 

元気で長生きする秘訣は、いろんなこ

とに興味を持ち、チャレンジする心を持

ち続けることです。あなたも文化祭を機

に何か始めてみませんか。 

第 57 回吹上地域 

市民駅伝競走大会練習開始 

  11月 10日（日）に市民駅伝競走大会

が開催されます。今年は坊野地区スター

トの北回りコースとなります。 

練習会は、水（18：30）、土・日（17：30）

です。今年も 2チーム参加、上位入賞を

めざしています。子ども達に激励の言葉

をかけていただければありがたいです。

練習日は夜間に市道を走ります。 

通行されるときは注意して走行くださ

い。走る選手に応援お願いします。 

10/27・11/3・11/4は試走をします。 

お手伝いのできる方は 8：30に和田小学

校にお越しください。 

 市民駅伝当日の通過時間は 

 10：00 田代野自治公民館下スタート 

 10：21頃 永吉地区川久保十文字 

 10：43頃 吹上自動車整備工場前 

 10：53頃 市役所吹上支所前ゴール  

11 月の行事予定 

日 曜 行  事 

1 金 第 27 回地区文化祭実行委員会 

プログラム作成委員会 20:00 

２ 土 吹上地域文化祭（展示） 

フラダンス教室 13：30 

カラオケ同好会 19：30 

３ 日 ○文化の日 

吹上地域文化祭（展示・舞台発表） 

４ 月 ○振替休日 

５ 火 ヨガクラブ 20：00 

８ 金 文書発送 文化祭プログラム配布 

婦人学級 文化祭作品作り 19：30 

９ 土 カラオケ同好会 19:30 

10 

 

日 第 57 回吹上地域市民駅伝競走

大会（北回り） 7：30集合 

11 月 たのしいハーモニカ 10:00 

12 火 文化祭展示・販売部会 20：00 

14 木 秋の苗配布 

16 土 文化祭会場準備 8：00 

カラオケ同好会 19：30 

17 日 第 27 回和田地区文化祭 

展示・即売会 8：30 

オープニング 9：30 

19 火 ヨガクラブ 20：00 

22 金 和田小学校秋祭り・読書まつ

り・ふれあい給食 

文書発送 

23 土 ○勤労感謝の日 

カラオケ同好会 19：30 

25 月 生け花同好会 9：00 

27 水 総務教養部会 20：00 

30 土 在麑和田会総会 鹿児島市     
 

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 

第２回「歩こう会」のお知らせ 

期日：12 月 15 日（日）８：30 

   和田地区公民館集合 

 『散歩でも 

健康づくりできるんだ』 

元気で長生き目標に 

まず歩きましょう！ 
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 和田小学校・地区合同秋季大運動会 

盛大に開催！！ 

総合優勝  苙岡自治会 

第２位    瀬谷・苙口自治会 

第３位    下和田自治会 

  9 月 29 日 晴天のもと和田小学校・地区公

民館合同秋季大運動会が開催されました。 

  今年は地区公民館も紅白に分かれ、児童の

点数に反映する競技となりました。まさに小

学校・地区一体となった運動会になりました。 

 わだっこサークルの幼児によるおゆうぎや、

ちびっこたちのかけっこ、小学生の一生懸命

な姿、中高生の一致団結力とパワー、各自治

会の協力でとても楽しい運動会となりまし

た。 

  また、在麑和田会の方にも参加を頂き、競

技を盛り上げていただきました。 

  応援合戦では、紅白に分かれた子どもたち

が、各自治会のテント前で応援を行いました。

子どもたちの笛に合わせて、地区の方々も手

拍子にかけ声ですばらしい応援合戦となりま

した。 

  閉会式後の後片付けは、たくさんの方に協

力をいただき、スムーズに進みいつもより早

く終わったように感じました。 

  役員・中高生そして競技に参加された方、

応援をしてくださった皆さんありがとうござ

いました。みんなの力でこれからも和田小学

校を盛り上げていきましょう。 

今年は小学校・地区がさらに、ひとつになって・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国道沿いにコスモス満開 

 

 

 

 

苙岡自治会コメリ横の国道沿いにコス

モス畑が現れました。薗田洋一さん達有志

の方々が休耕地を耕し種をまき大切に育

ててくださいました。 

通るたびに心がやすらぎます。 

第 48 回吹上地域市民運動会 

  第３位 49.5 点（２位と 0.5 点の僅差） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10月 13日（日）吹上地域市民運動会が

行われました。髙見体育部長を中心に各

自治会の体育部長・自治会長そして選手

のみなさんの協力で第 3位という好成績

でした。参加していただいた役員・選手

の皆さんありがとうございました。 

（裏面に続きます。11 月の行事予定表も） 

 

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/506人 男性/244人 女性/262人 世帯数/278世帯 1.10.1現在 

 

役員打合せ 役員・来賓・在麑和田会 

児童による各自治会応援 

中高生パワー 

チェケマッチョ 

ねらいさだめて 

綱引き 

ゆめ～ＫＩＢＡＩＹＡＮＮＳＥ 


