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第 3 回地区公民館運営委員会報告
第 3 回地区公民館運営委員会が 12 月 5 日に
開催されました。今回は、主要行事の反省と
今後の事業などについて協議しました。
１
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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

興味深く。もう少し聞きたかったとの
声もあった。
・小学校 140 周年のコーナーでは、昔
の写真を懐かしく見る人が多く好評
だった。

小学校・地区合同秋季大運動会：
廣栄次教頭先生・高見敬三体育部長
・地区も紅白に分けてと小学校と一体となっ
た運動会ができた。
・小学生の各自治会での応援が良かった。
・中高生が役員をしてくれてよかった。
・用具の点検、準備確認や総合リレー組み分
け周知、賞品受け渡しに課題があった。

・展示コーナーは、県展の出展作品や
手作りバギー車などいつになく興味
深いものが展示され、たくさんの方
が見入っていた。
５ ソフト事業の進捗状況について
ソフト事業（2,940,000 円）は、現在
まで 5 割程度の執行額。残りは小学校
ＰＲ看板や児童館跡駐車場整備費など

・今年度のように進行が早い場合は、午後の
競技を繰り上げて実施してよいのでは
２ 第 48 回市民運動会：高見体育部長
・総合 3 位の成績。2 位とは 0.5 点の僅差。地
区運動会の成果が出せたのでは
３ 第 57 回市民駅伝競走大会：高見体育部長
・今年はＡチーム５位、Ｂチーム 9 位だった。
・練習会は、前半は人数が少なかったが、後

６ 今後の事業について
『健康づくりグラウンドゴルフ大会』
期日；令和２年 2 月 16 日（日）9：00
場所；和田小学校校庭
当日は、県下一周駅伝競走大会２日
目で日置市を通過します。
9 時に学校に集合し、ひまわり館まで
歩き、９時 20 分頃、力走する選手の応

半にはたくさんの方が参加してよかった。
・体育部を中心に自治会長さんや保護者の
方々の協力のもと無事にできた。
４ 第 27 回地区文化祭について：
地頭所衛総務教養部長
・即売会の販売が開始前に行っており、販売
時間に来てもお目当ての品が無い状況にな
ったところもあった。販売開始の徹底を

援を行います。応援終了後学校に帰り
グラウンドゴルフ大会を行います。

・商品の途中からの値下げは検討を要する。
・特別講演は地域に関わることだったので

特定健診受けましたか
「けんしんでわかる
けんこう ふけんこう」
地区の今年度の重点事項として特定
健診の受診率向上を呼びかけていま
す。自治会別では、苙口自治会がすで
に 70％を達成しています。受診率の低
い自治会では推進をお願いします。
未実施の方は、病院でも受けられます。

地区の懸案事項を初総会で話題に
―急がれる人口減と高齢社会への対応―
自治会
苙口
瀬谷
助代
上和田
中和田
下和田
苙岡

総人口 前年比 世帯数 前年比
33
-3
21
-2
21
-1
19
0
22
-2
16
0
89
-4
49
-2
85
-4
43
0
112
-12
61
-6
140
-10
68
-3

各自治会の人口と世帯数（R1.11 月末前年同月比）

① 定住促進対策として、空き家活用に力
を入れています。本年度は 2 世帯 3 名の入
居がありました。空き家バンク登録を
若い世帯が住みやすい自治会になるに
は何をどうすればよいか。今、次世代を残
す努力をしないと大変なことになります。
② 高齢社会になると、お互いの助け合
い、見守りの核となる高齢部の組織は重要
となります。各自治会でも「筋ちゃん広場」
や「いきいきサロン」など活用して、高齢
部を組織し活動を充実しましょう。

地区公民館職員（主任）を募集
地区公民館では４月より一緒に和田地
区を盛り上げて下さる主任を募集します。
任期：１年（更新あり） 勤務：月 14 日
報酬：月額 80,850 円 年齢：65 歳まで
職務：地区公民館運営・管理補助
地域づくり活動支援、公民館に係る
各種会計事務（ソフト事業）地区館
相互、行政機関、自治会関係団体と
の連絡、パソコン業務、環境整備等
申込み：令和２年 1 月末日までに履歴書を
提出ください。和田地区公民館まで

やさしいまち

好評！ひまわり館「青空市」
開催のお知らせ
1 月 26 日（日）9:00～13:00
野菜のつめ放題・フリーマーケットなど

※ひまわり館では出荷者募集中です。
少量でも大歓迎！集荷もしますよ
（☎099‐296‐2519）

1 月の行事予定
日
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○元旦
消防出初式パレード 9：00 伊作小
地区公での慰労会 14：00
ヨガクラブ 20：00
文書発送
カラオケ同好会 19：30
上和田・下和田鬼火焚き
○成人の日
吹上地域日新公いろはかるた
取り大会 9：00 吹上砂丘荘
陸上（かけっこ）教室 13：30
たのしいハーモニカ教室 10：00
ヨガクラブ

20：00

文書発送
フラダンス教室 13：30
カラオケ同好会 19：30
27 月 生け花同好会 9：00
※公民館年末年始閉館のお知らせ※
地区公民館は 12 月 28 日（土）～令和
２年１月 5 日（日）まで閉館します。
今年の運動会、文化祭は、
「和田小創立 140
周年」
を記念し一段と工夫し、
地区内外の方々
のご協力いただき充実した行事になりまし
た。いかがだったでしょうか。令和 2 年も地
区公民館役員・運営委員・地区民のみなさん
共にワンチームとなりよろしくお願いしま
す。良いお年をお迎えください。
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地区内を彩るイルミネーション

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』
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在麑和田会総会・懇親会開かる

和田地区では、冬の風物詩としてイルミネ
ーションが点灯されます。

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/502 人

男性/243 人

2020 年かごしま国体イメージソング
ゆめ～KIBAIYANSE～ダンスコンテスト
祝；和田地区婦人部『地区特別賞』受賞

女性/259 人

世帯数/277 世帯

祝；第 33 回「健康増進月間」
標語コンクール『県知事賞』受賞
「逢いたいね
健診受けて

令和元年度の総会と懇親会が鹿児島
市で開かれ県内各地の会員 19 名と地区
役員４役・和田小学校長・教頭先生が
出席しました。
上和田公民館には、清流会の皆さんが趣向を
凝らした電飾を設置しました。
苙岡の国道沿いには，山野興業さんのクリス
マスツリーが現れました。12 月 1 日には和田地
区の子どもたちと点灯式が行われました。
公民館には児童クラ
ブで飾りつけしたクリ
スマスツリーがお出迎
えしてくれています。
和田地区内でも個人
住宅でイルミネーショ
ンをしている方もいら
っしゃいます。地区内
を探してみるのも
いいのではないで
しょうか。

窪園昭宏会長のあいさつ、山之内修
館長から和田の状況、田中文彦校長先
生より和田小学校の現状など報告しま
した。参加された方々は、和田小学校
の子どもたちの様子や運動会、文化祭
に関心を寄せられ、学校の存在の大き
さを感じるところでした。

来年は、３年に１度の吹上砂丘荘で

和田地区では、婦人部の皆さんが毎年地 ました。
また、和田小の図書
区運動会でマスゲームを披露してくだ
さいます。国体イメージソングは、昨年 司書 竹原渚さんの
「健診は 幸せ作りの 影武者だ」
から取り組んでおり、今年は踊りの隊形
が川柳の部（一般）入賞でした。
など工夫を凝らし一段と素晴らしいダ
お二人の受賞おめでとうございます。
ンスを披露してくれました。和田小・地
区合同運動会での婦人部のマスゲーム
募したところ、見事、地区特別賞を受賞
しました。

11 月 12 日に県のかごしま

の総会・懇親会になります。

国体事務局より賞状を頂きました。当日

開催日は、11 月 28 日（土）です。

は鹿児島県のマスコット・グリブーもお

和田地区の地元の皆さんの多くの方の
参加をお願いします。
和田会では会員を募集しています。
地区内外を問わず加入できます。
事務局は、松下忠幸さん（苙岡自治会出身）
☎099－267－8358

孫曾孫」

健康づくりの標語
を国保連合会に応募
しました。
審査の結果、出口正悟
さんが川柳の部（一般）
県知事賞の栄に輝き

をダンスコンテストのビデオ審査に応

令和 2 年度総会・懇親会は、吹上で

1.12.1 現在

祝いに駆けつけてくれました。
各地域では小学校・市民運動会でのマスゲ
ーム参加が少なくなってくる中で、和田地
区では、婦人部の皆さんが良く協力し、参

民生委員交代のお知らせ
苙岡・下和田 ～ 松下光一（再）
上和田・中和田 ～ 宇治野光代（新）
苙口・瀬谷・助代 ～ 東 建次（新）
任期は、令和４年 11 月 30 日までの
3 年間です。よろしくお願いします。
今回退任された、助代自治会の坂口正視
さんは４期 12 年間、中和田自治会の田中
和子さんは、１期 3 年間、地域福祉向上の

ため尽力してくださいました。ありがとう
加してくださいます。マスゲームは、運動
ございました。
会の華ともいわれます。
（裏面に続きます。１月の行事予定表も）

