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令和元年度ハード事業で 

次の事業を行いました 

 事業費総額 1,899,075 円 

○集落水道配水池生コン舗装 

  助代自治会 643,799円 

 配水池管理が良くなりました 

○防犯灯の設置(7基) 

  瀬谷自治会 323,400円 庭坂線に設置 

○ロードミラー・防護柵設置 

  中和田自治会  393,800円 

 

 

 

 

 防護柵は、和田小ＰＴＡ・ふるさと探検隊での設置

要望があり、延長して設置しました 

○集落道側溝蓋 

 下和田自治会  300,080円 

  側溝を心配なく安全に通れる 

ようになりました 

○掲示板の設置 

 苙岡・瀬谷自治会 237,996円 

  スムーズな自治会運営に 

広報、告知が大切です 

  

令和 2 年度の事業は、次の 2 カ所を予定 

 苙口自治会～公民館前旧道側溝敷設替え 

 中和田自治会～堀川園田橋左右岸法面舗装 

ソフト事業を活用し 

主要道路の景観・環境整備を図る 

  １月 18 日(土)、2 月 1 日(土)にサポ

ーター倶楽部のメンバー・各自治会有

志・専門業者の方もお願いし、市道和

田平鹿倉線の上和田から助代にかけて

倒木の恐れのある支障木の伐採を行い

ました。今回の作業は、整備する延長

も長く市道のため交通整理員など多数

の人員を要し、各自治会よりシニアの

方の応援があり無事終了できました。 

 

 

 

 

 

大木を伐採、見通し良く明るく（上和田公民館前） 

 

 

 

 

 

 

 上和田夫婦岩周辺、孟宗竹も伐採すっきり 

 

 

 

 

 

春尾橋から助代方面、街灯も見えるように 

定住促進、児童の増加を願い 

和田小・地区ＰＲ看板を設置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの元気な姿、地域の行事など紹介 

 一昨年の台風で学校の紹介看板が倒壊

し、新たな看板の作成を計画していまし

た。 

このほど苙岡交差点に和田小学校と和

田地区のＰＲ看板を設置しました。 

中央の所には地区の３大行事(夏祭り、運

動会、文化祭)の日程を差し込みで告知す

るようにしてあります。 

 定住促進にできることから始めよう 

 和田地区内に限らず、人口減は、全国的

な課題です。しかしながら、地域が定住促

進対策や、子育て支援策など取り組んでい

るところは、人口減に歯止めをかける地域

も出てきています。 

 一人ひとりが、自分の事として地域の将

来の事、自分たちの老後のことを真剣に本

気になって考えて行動していく時です。 

 令和 2年度の和田小学校の新入生は、 

3名の予定です。和田小学校、和田地区に

住みたい人たちを応援しましょう。 

和田分団消防車庫落成式 
旧和田児童館跡に建設中の和田分団

の消防車庫がもうすぐ完成します。 

地区では、地区民の安心安全を守る拠

点となる分団車庫の完成を祝い３月 29

日(日)午後４時から落成式を行う予定

です。現在の車庫は、地区公民館倉庫と

して活用します。 

 

3 月の行事予定 
日 曜 行  事 

３ 火 吹上地域連絡協議会 

第３回研修会  14：00 

ヨガクラブ 20：00 

５ 木 地区公民館役員・総務教養部会 

20：00 

12 木 中学校卒業式 9：50 

第 4 回地区公民館運営委員会  

20：00 

13 金 文書発送 

婦人学級閉級式 20：00 

「異文化交流」 

14 土 カラオケ同好会 19：30 

17 火 ヨガクラブ 20：00 

20 金 ○春分の日 

23 月 生け花同好会 9：00 

24 火 和田小学校卒業式 9：50 

26 木 和田小ＰＴＡ・和田地区公民館

合同送別会 18：00 

27 金 文書発送 

28 土 和田地区公民館会計監査 

8：30 

フラダンス教室 13：30 

カラオケ同好会 19：30 

29 日 和田分団車庫落成式 16:00 
 

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 



公民館だより 

和   田 その１ 

第 306 号 

令和２年 2 月 27 日発行 

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/ 
   

公民館講座閉級式＆第 41回女性大会 

 

 

 

 

 

 

 

オープニング出演「ハーモニカ教室」学級生の皆さん 

2月 1日(土)中央公民館ホールで公民館講座

合同閉級式が開催されました。オープニングに

和田地区ハーモニカ教室のみなさんが出演し、 

3年間の学習の成果を発表し好評でした。 

講演では教育振興課の新谷先生が「じぃじ・

ばぁばの出番ですよ！」の講話があり、忙しい

親世代に変わり、体験を通して、子どもに思い

やる心や感謝の心、生きる力を身につけさせる

ことの重要性を話してくださいました。 

ハーモニカ教室は、自主クラブで再スタート 

 楽しいハーモニカ教室３年間修了生（敬称略） 

櫨木洋子・窪田祥子・永田久子・下野千代子・

田中晶子・山口マサ子・上床耕造・山之内修・

福添悦子・池田ミキ子・浜村暢子 

 ハーモニカ教室の皆さんは、1年目から文化祭

に出演し、和田地区に新しい文化の風を吹き込

んでくださいました。今後は、自主クラブで学

習を続けられるます。ハーモニカは、腹式呼吸

で健康維持にも効果があるそうです。 

新会員募集中です。  

公民館講座生徒募集中！ 

申し込みは済まされましたか 
令和２年度の公民館講座・自主クラ 

 ブの生徒を募集しています。 

『元気で長生き』『健康長寿』を目標に

始めてみませんか？ 

新講座「リズム体操」 

第３金曜日 10：00～11：30 

音楽に合わせて体を動かします。 

興味のある講座に参加してみましょ

う。３月 27日（金）までに地区公民館

にお申し込みください。 

高齢者学級閉級式開催 

 詐欺被害が減りません、増えています 

 

 

 

 

 

被害にあわないために、熱心に学習 

2月 18日(火)本年度、最後の勉強会

と閉級式をおこないました。 

日置市消費生活相談員の下久保圭子

先生に「消費者トラブルにあわないた

めに」の題で出前講座をしていただき

ました。 

高齢者が抱える 3つの不安(３Ｋ)健

康・お金・孤独です。悪徳業者は言葉

巧みにこれらの不安をあおり、親切に 

して信用させ、年金や貯蓄など大切な財

産を狙っています。 

高齢者の消費者トラブルにみられる特

徴は、「だまされたことに気づきにくい、

トラブルにあっても誰にも言わない」で

す。消費者トラブルを防ぐのは地域の見

守りです。 

かねてから「筋ちゃん広場」や「いき

いきサロン」に参加し、気軽に話し合え

る仲間づくりの輪を大切にしましょう。 

 

 自分で気を付けておくことの 

[被害を未然に防ぐための６か条] 

①電話は常に留守番電話に 

②きっぱりと「いりません！」と言う 

③肩書を信用しない 

④とにかく誰かに相談する 

⑤すぐに決めない 

⑥怖いと感じたらすぐ通報 

日置市消費者生活相談センター 

（日置市役所商工観光課内） 

☎099-273-2172 （☎188でも繋がります） 

吹上町支所☎296-2112 

【高齢者学級参加のご案内】 

学びの輪、仲間の輪を広げませんか 

 高齢者学級は、一人でも参加できま 

す。地区内の同年代の方々が月 1回つ 

どい、介護や健康づくり、グラウンド 

ゴルフなど楽しみます。学ぶことは 

いくつになっても大切なことです。 

お誕生おめでとうございます。 
 

 
 
 
 
 

 

  地区の子育て支援事業として、苙岡の

谷﨑正基・真奈さんご夫妻に 12月誕生さ

れた怜
りょう

星
せい

ちゃんへ誕生祝品を差し上げ

ました。元気にすくすく育ってね！ 

苙口自治会 景観づくりに取り組む 

桜の苗木を植栽 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  苙口自治会では、きれいなまちづくり事

業に取り組み、市道の支障木伐採作業など

を青壮年部を中心に行っています。 

今年は、公民館前の旧市道敷き地周辺の

空地に桜の苗木を植栽しました。 

桜満開の日を楽しみに！ 

  苙口自治会では、六月灯や「いきいき

サロン」など通して住みやすい自治会づ

くりに活動しています。４月からは「筋

ちゃん広場」もスタートします。 
（３月の行事予定は、裏面へ） 

 

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/498人 男性/242人 女性/256人 世帯数/275世帯 2.2.1現在 

 


