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 吹上地域市民駅伝競走大会  

Ａチーム 第 5 位 

Ｂチーム 第９位 

  第 59回吹上地域市民駅伝競走大会は、 

11 月 10 日に北周りコースで、13 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、坊野・永吉・花田方面を快走しました。 

今年は、小学校高学年男子が不在のため４年

生の田口慧選手が１区を走りタスキをしっか

りとつなぎました。２区以降各選手が田口選

手の健闘に応え順位を上げ５位まで浮上しま

した。 

  ５回出場の榊拓士選手 

特別賞を受賞 

   「高校では、陸上部に 

    入り、長距離を頑張り 

チームに貢献したい」 

 

  今大会は、高校生が資格試験などで出場で

きずに主力を欠く中ではありましたが、各選

手が練習の成果を十分に発揮し、次年度につ

ながる大会となりました。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

結団式、下野副館長；「ガンバロウ」のコール 

 

 

 

 

 

１区 田口選手「試走より 1 分短縮、来年は頑張る」 

 

 

 

 

 

 

2区下野⇒3区浜畑選手へ 4区馬籠⇒5区山之内選手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  高齢者学級研修視察報告 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  10月 22日にセイカ食品伊集院工場の見

学と薩摩川内市の甲冑工房丸武・新田神社
に行きました。当日は天気にも恵まれ良い
研修ができました。 

  婦人学級研修視察報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 29日に「ながしま造形美術展」と

道の駅「黒の瀬戸だんだん市場」に行って

きました。どの作品も手の込んだもので、

地域のまとまりが無ければ出来ないもの

ばかりでした。2 年に 1 度とはいえ 36 年

も続けることはすばらしいものです。 

 ひまわり館 年末大感謝祭 

  12月 22日（日）９時スタート 

 ぜんざいのふるまい（先着 100名） 

500円お買い上げ毎に当る大抽選会、 

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 

 

1２月の行事予定 
日 曜 行  事 

２ 月 楽しいハーモニカ教室 10：00 

３ 火 ヨガクラブ 20：00 

５ 木 第３回地区公運営委員会 

20：00 

６ 金 文書発送 

７ 土 カラオケ同好会  19:30 

10 火 園芸教室研修視察 8：40 集合 

13 金 総務教養部会 19：00 

14 土 サポーター倶楽部作業 8：00 

田中城跡 

15 日 歩こう会 8：30 

17 火 ヨガクラブ 20：00 

20 金 文書発送 

22 日 ひまわり館年末大感謝祭 9：00 

23 月 生け花同好会 9：00 

27 金 館内すす払い、迎春準備 

仕事納め 

  

  今年の文化祭は、和田のルーツを知

る良い機会となりました。「温故知新」

縄文時代からの和田の成り立ちを知る

ことにより、また新たな発見、和田へ

の再認識につながったと思います。 

10区 馬籠選手 

５位 （ 54′37″） 

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 

10区 下野選手 

９位（ 58′04″） 
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  和田小学校創立 140 周年記念 

第 27 回地区文化祭 盛大に開催 
  第 27 回和田地区文化祭が、11月 17日（日）

に開催されました。当日は、８時 30分から 

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、下窪商店の果物、手作り雑貨＆カフェの

出店で賑わいました。 

展示発表は、小中学生の作品、育成会の活

動報告や各自治会いきいきサロンの活動報

告・作品、JA婦人部や婦人学級で作った作品、

在麑和田会員の皆様も手作りのバギー車、工

芸品や書道展での受賞作品を展示していただ

きました。 

特別展の『和田小学校 140年の歴史展』『農

業開発センター遺跡出土品』のコーナーも懐

かしく、また興味深く観覧していました。 

オープニングの和田小児童によるひまわり

竹太鼓「風に力」は、動きのある演技を披露 

特別講演は、和田小学校の廣栄次教頭先生

が農業開発センター遺跡の発掘調査に携わっ

た貴重な経験をふまえ、和田のルーツをわか

りやすく話してくださいました。 

地区の方々も熱心に聞き入っていました。 

少し時間が足りなくて再度、講演を聞きたい

という声もありました。 

学習成果発表では、わだっこサークルによ

る音楽劇、児童クラブ、舞踊、ダンス、ハー

モニカ演奏、カラオケ、盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お目当ての品を！大盛況の即売会場           わだっこサークル；「三匹のこぶた」 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作りバギー車；在麑和田会員下野茂美さん作品    児童クラブ；「男の勲章」上手にフラフープ 

 

 

 

 

 

  

 

 

桜島の灰を使ったアート；竹之内茂樹さん作品     英 鶴尚峰会；力強い「大漁唄い込み」 

今年の文化祭は、8時 30分からの展示・即売会の開始ということで、心配しまし

たが、出足が良く、即売会場もにぎわい。展示コーナーでは、初めてみる遺跡の出

土品や手作りのバギー車など熱心に観覧していました。出品された方々、前日の準

備から、当日の運営から片付けにとご協力いただいた皆様に感謝いたします。 

 特別展：「和田小学校 140 年の歴史展」 

  戦前の学校の様子を伺いました。 

 地頭所ミツエさん（96歳） 

（昭和 11年卒業 下和田自治会） 

・ 運動会は、吹上浜でだるま回しをし

たこと。ほとんどの人が着物で下駄

や草履をはいていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 地頭所ミツエさん提供資料「奉安殿の写った学校」 

 地頭所サチ子さん（92歳） 

  （昭和 14年卒業 下和田自治会） 

・  祝日に講堂に国旗を掲げ、奉安殿

を開けて校長先生が教育勅語を読ん

でいた。 先生たちは、厳しかった。

長い棒を持って頭を叩かれた。 

・ 裸足で霜朝の時も学校に行った。 

毎朝、朝礼があり、話が長くて足が冷 

たかった。 

   ・ 小学校は 6年間、高等科は 2年間

計 8年間を和田小で学んだ。その後、

青年学校の 2年間は、伊作だった。 

 ※戦前の小学校の様子を伺い、今の私たちがな

んと恵まれていることか思うことでした。 

貴重な体験談ありがとうございました。 

     （12月の行事予定表は、裏面に） 

 

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/505人 男性/245人 女性/260人 世帯数/278世帯 １.11.1現在 

 


