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景観整備・環境保全に取り組む

陸上（かけっこ）教室開催

和田地区では、美しい郷土、農村景観を保
全するために、第４期地区振興計画できれい
な地域づくり事業に取り組んでいます。
各自治会での花いっぱい運動や主要道路の

1 月 19 日（日）和田小学校校庭にて、
陸上教室が行われました。
講師は、飯山由香先生（JAAF 公認ジ
ュニアコーチ）平雄一郎先生（志學館

景観整備活動です。今号では、その活動の一
部を紹介します。
苙岡自治会では、県のふるさとの道サポー
ト事業も活用し年２回集落内国道の整備を行
っています。

大学陸上部出身）谷﨑正基先生（鹿児
島商業高校陸上部出身）です。
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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

祝：第 33 回
県下地区対抗女子駅伝競走大会

身）が選手として出場します。

日置チームの中心選手として活躍して
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います。大会の模様は、ＭＢＣテレビで実

8

8：00

し、今回で８回目の出場になります。

昨年からサポータ倶楽部員の協力のもと地
区内の主要市道の支障木撤去にも取り組んで
います。今回は、上和田公民館前、用水路沿
いの大木などの伐採。次回は、上和田から助
代方面への市道和田平鹿倉線自歩道沿の支障
木伐採を予定しています。

で体に負担を掛けずに効果を上げるこ
とができます。

見通しも良くなりました （上和田公民館前市道沿い）

6

属し、女子駅伝出場は中学 3 年生から出場

小学生と一般の方は、ラダーやミニ
ハードルを使い足の上げ方など走るた
めの基礎的な事を教えていただきまし
た。どんな種目の競技も基本は走るこ
とです。正しい姿勢で正しく動かす事

用水路・市道歩道に覆いかぶさった危険な大木除去、

ヨガクラブ 20：00
木 総務教養部会・専門部部長副部
長合同会；ソフト事業（R２年
度）予算（案）検討会 20：00
金 文書発送

況放送されます。応援をお願いします。

苙岡バス停付近がきれいなりました

２月の行事予定

日 曜
行 事
松枝未代選手 出場
1 土 公民館講座合同閉講式・女性大
1 月 26 日（日）霧島市で開催されます。
会（吹上中央公民館） 9：20 受付
県地区対抗女子駅伝競走大会に日置地区
市道支障木伐採作業（助代）8：00
代表として松枝未代さん（苙岡自治会出 4 火 やさしい園芸教室 10：00
松枝選手は、鹿児島銀行女子陸上部に所

幼児は飯山先生の指導で楽しく身体を動かします

やさしいまち

土 サポーター倶楽部作業
カラオケ 19：30
10 月 ハーモニカ教室 10：00

県下一周駅伝を応援し
地区グラウンドゴルフ大会に参加しよう

11 火 ○建国記念日
14 金 婦人学級 20：00

2 月 16 日（日）9：00

15 土 吹上地域ふれあい文化財めぐり
歩こう会（花田地区 8：30～受付）
16 日 県下一周駅伝吹上通過 9：20

地区公集合

当日は、鹿児島県下一周駅伝大会の吹上
地域通過の日です。各地区の力走する選手
を応援をし、その後 和田小でグランドゴ
ルフ大会を予定しております。

体育部では、幼児から一般の方まで

駅伝の選手通過は、苙岡を 9 時 20 分頃
です。各地区代表選手に声援を！
グラウンドゴルフ大会に参加ご希望の
方は、各自治会体育部長さんへ
2 月 10 日（月）までに申し込みを
来年度の新しい公民館講座を募集中です
ハーモニカ教室が自主クラブに移行
しますので、新しく講座を開設します。

楽しく学べ好評だったことから、公民
館講座として定期開催を検討中です。

やってみたいもの学びたいものがあり
ましたらお知らせください。

和田地区グラウンドゴルフ大
会（駅伝応援終了後）
18 火 高齢者学級閉級式 10：00
ヨガクラブ 20：00
21 金 文書発送
22 土 フラダンス教室 13：30
カラオケ 19：30
25 火 生け花同好会 9：00
26 水 市民税申告

8：00～12：00

総務教養部・保健福祉部会 20：00
令和になり新しい学びにチャレンジしませ
んか！講座生を新規募集します。
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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 仲良く、住んで良し 学んで良し、
和田地区・和田小学校
和田地区人口：総人口/499 人

男性/243 人

令和２年消防出初式開かる
和田分団として和田・平鹿倉
合同の慰労会を開催

和田地区公民館長
山之内修
昨年中、公民館活動に対し皆様方のご理解
ご協力を頂きありがとうございました。

消防出初式が 1 月 5 日、吹上地域で
開催されました。当日は、伊作本町通

「令和」となり初めての新年を迎えました。
新年号を祝うように、天気の良い日が続きま
した。
昨年は、日本だけでなく世界各地で異常気
象による自然災害の多い年であったようで
す。幸い私たちの地域では、大きな災害等は
なかったものの災害への備えだけはお互い常
に心がけていきたいものです。

りをパレードの後、伊作小学校で分列
行進や規律訓練、救助訓練の後、伊作
川河川堤防で放水演習を行いました。
団員の永年の苦労や功績を称える表
彰式では、下野孝次さんが 40 年勤続に
よる消防庁長官表彰、堀明人さんが 15
年勤続による県消防協会日置支部表彰
をそれぞれ受けられました。

女性/256 人

世帯数/276 世帯

2.1.1 現在

鬼火焚き開催
～無病息災・五穀豊穣～

年男女・厄年の男女で櫓に点火（下和田）

堀明人さん 15 年勤続表彰

1 月 12 日（日）下和田自治会 13 日（月）
上和田自治会で鬼火焚きが行われました。
両自治会とも小雨の降る中、早朝から青壮
年部のみなさんが孟宗竹で大きな櫓を組

第５期地区振興計画策定の年です

み鬼火焚きに向けて準備をしました。

地域を本気で考えよう
今年は、第４期計画の最終年であり、令和
３年度以降の計画策定の年でもあります。
１月から２月にかけて各自治会では初総会
が開かれます。地域の課題解決に向けて話し
合う良い機会です。５年後、10 年後の自治会
について本気に考えましょう。
自治会でできることは何か、困っていること
自分たちの自治会だけではむずかしい課題な
ど和田地区でできないものか話し合い、
「オー
ル和田」ワンチームとなって解決策を探って
いきましょう。
次の世代に希望の持てる自治会（地域）と
するために 「あわてず、あせらず、あきら
めず」に取り組んでいきましょう。

「無火災記録を続けよう」下野孝次和田分団長

午後からは、和田地区公民館で消防
協力会主催による慰労会が開かれまし
た。今回は和田分団として平鹿倉地区
と和田地区が合併され初めての慰労会
となりました。下野分団長より「和田・
平鹿倉地区ともにここ数年火災発生が
ないので、この記録を続けられるよう
に共に力を合わせて防災活動に取り組
む」と心強い挨拶がありました。

【和田分団（団員紹介敬称略）】
和田分団長；下野孝次
副分団長；福添良広
部長；榊満博、下野修一
班長；下園忠征、坂口宏
井上眞人、田中和美
和田団員；堀明人、高見敬三、出口正悟、
宇治野優平、田中宏和、堀ノ口尚遠
平鹿倉団員；田中昌一、田中浩昭、田中
健一、馬籠有一、小山田明人、馬籠貴樹

団員募集中です
和田分団では、団員を募集しています。
地域の安全を守るために力を貸して！

鬼火焚きで焼いたお餅は格別です（上和田）

鬼火焚きは、竹が勢いよくはじける音
で鬼（厄・災難・病気）を退治するとい
われており、お世話になった門松やお札
やお守りも一緒に焼き災難が無かった
ことに感謝するともいわれています。
郷土に伝わる行事大切にしたいですね。
（２月の行事予定は、裏面へ）

