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サポーター倶楽部会員募集中 

   あなたの力を貸してください！ 

サポーター倶楽部は、きれいな地域実現の

ため時間的に余裕のある方の社会貢献の場と

して史跡田中城跡の整備や国道、高齢化した

自治会の市道等の伐採支援を目的として結成

されました。ソフト事業を活用し作業に要す

る燃料代、謝金などを支援しています。 

  地域をきれいにしたい元気のある地区内外

の有志を募集します。（女性の参加も歓迎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「日置市、南の玄関口」国道 270号線をきれいに 

和田小学校応援団活動開始 

４月 30日に 7名の応援団と先生方で学校周

辺法面作業・旧消防団車庫周辺の草払いを行

いました。2時間の作業でプール法面まで作業

ができとてもすっきりしました。 

 

 和田水土里クラブ活動の紹介 

  現在、和田地区では農村環境の維持、

保全を図るために３つの国の事業を導

入し取り組んでいます。 その１つが

和田地区全体での取り組み、事業名は

「多面的機能支払交付金共同活動」 

和田水土里クラブ活動です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水路法面を舗装整備し危険な維持作業の負

担の軽減を図ります（上和田地区神田線） 

水土里クラブの活動は、各自治会単位

で行われる、集落道や用水路などの維

持管理作業。ヒガンバナ植栽や鬼火焚

きなどの農村環境整備、農村に伝わる

伝統行事の活動にも役立っています。 

この事業の導入により自治会作業時

の草刈り機代や日当などを支払うこと

ができるようになりました。 

農村景観を次世代につなぎ農村コミ

ュニティを守ること、さらには国土保

全を図ろうとする活動です。 

和田水土里クラブ総会開かる 

  令和２年度予算は、2,762,504円 

  ４月 15 日に和田水土里クラブ代議員総

会が開かれ、令和元年度活動報告・決算の

承認、令和２年度活動計画・予算の審議、

役員改選を行い、原案通り可決されまし

た。 なお、令和２年度の長寿命化事業（施

設整備）は、苙岡自治会苙尻線の舗装です。 

  各自治会の共同活動費（2,161,573円）

は、次のとおりです。 

   苙 口:135,486円 

   瀬 谷：117,111円 

   助 代：248,264円 

   上和田：343,490円 

   中和田：376,378円 

   下和田：507,388円 

   苙 岡：276,956円 

   和田小：156,500円 

 ※活動費は、農地面積や管理・維持する施 

設などを考慮し配分してあります。前年 

度からの繰越分と今年度配分額の合計 

です。各自治会で有効に活用ください。 

 

春季ウォーキング「歩こう会」 
期 日 ； 5 月 31 日（日） 

  8 時 30 分集合 
集合場所； 和田地区公民館 
コ ー ス； 田中城跡⇒上和田方面 
参加賞 ； ひまわり館で 

使える商品券進呈 

  帽子・飲み物は持参してください 

地区ソフトバレーボール大会の案内 

期日；６月 20日（土）18時 30分集合 

場所；和田小学校体育館 

健康づくり、仲間づくりに気軽に 

ご参加ください。詳しくは、5月 29日

の回覧でお知らせします。 

老若男女どなたでも参加できます。 

各自治会の体育部長さんへ！ 

 

６月の行事予定 

日 曜 行  事 

２ 火 やさしい園芸教室 10：00 

ヨガクラブ 20：00 

４ 木 夏祭り打ち合わせ会 20：00 

８ 月 たのしいハーモニカ教室 10：00 

12 金 文書発送 

婦人学級 20：00 

13 土 カラオケ同好会 19：30 

16 火 高齢者学級 10：00 

ヨガクラブ 20：00 

19 金 リズム体操 10：00 

20 土 地区ソフトバレーボール大会 

22 月 生け花同好会 9：00 

25 木 要支援者情報マップ見直し検討

委員会 20：00 

26 金 文書発送 

27 土 フラダンス教室 13：30 

カラオケ同好会 19：30 

28 日 ひまわり館青空市 8：30 
 

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 

（ 堀 川 堤 防 の 

彼岸花ロード） 
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第 4期地区振興計画（最終年）事業 

予算（総額 4,840,000 円）の概要 

目標は、「ずっと住み続けたい地域」実現 

定住促進・子育て、健康づくりに重点 

地域づくり推進交付金を活用し 6分野 11事

業の主な概要を紹介します。 

ソフト事業（事業費 2,890,000 円） 

ソフト事業は、健康づくり、夏祭り、文化

祭など住民の皆さんが主体となり行う事業

です。皆様のご理解と協力なしには実施でき

ません。 

◎定住促進対策 ；585,000 円 

  空き家・空き地活用 

〇空き家・空き地の登録の促進 

    〇空き家を活用し入居される子育て世帯

へ空き家改修支援として（400,000 円） 

   〇地区内転入者の皆様へ記念品贈呈 

   子育て支援（80,000 円） 

〇子ども誕生、小学入学教材品など支援  

〇乳幼児家庭の交流の場づくりを支援  

 和田小学校応援団員募集中        

◎地域活性化対策事業 ；376,000円 

和田小学校支援事業 

小学校の教育環境の充実を図るため、先生

方に協力・支援し魅力ある学校づくりのお手

伝いをします。昨年は、25 名の方が登録し協

力していただきました。今年度も募集中です。 

  〇プール監視の支援 

   夏休み中のプール開放のお手伝いです。  

〇運動の指導 

   水泳・陸上記録会へ向けて専門的

な指導のできる方 

  〇総合的な学習における指導支援 

  郷土の話・昔の遊び・わら細工・

竹細工・手芸など授業で子どもたち

に教えてくださる方。貴重な経験を

次世代に伝えてください。 

〇学校内外整備支援 

〇高齢者学級（祖父母学級）に参加し

て子ども達との異世代間交流のお手

伝い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 秋祭りで子どもたちと異世代交流！（Ｒ1年度） 

元気で長生き実現のために 

健康福祉事業；429,000 円 

①健康づくり標語を募集 

 特定健診の受診率アップをめざし、

健康づくりへの関心を高めてることを

ねらいに標語を募集します。 

 募集期間５月 1日～6月 30日 

  詳しくは、４月 24日文書発送の募集 

のお知らせをご覧ください。 

  応募者全員にひまわり館商品券贈呈  

②筋ちゃん広場（体操） 

参加ポイントを継続 

  目標は、全自治会での開催実現です。 

下和田・中和田・上和田につづき今年

度より苙口自治会が開設しました。 

未開設の自治会では、ＰＲ隊を呼んで 

是非、体験してみてください。 

少ない人数でも遠慮なく申し込みを！  

 

 

 

 

 

 

 

 

苙口自治会 筋ちゃん体操体験（Ｒ1.6実施） 

  その他にソフト事業では、田中城跡管

理・地区内の景観整備や、夏祭り、地区

運動会、地区文化祭など継続して実施し

ます。 

紙面の都合により内容は割愛します。 

 

ハード事業（事業費 1,950,000 円） 

ハード事業は、生活環境の施設整備を

行う事業です。 

 ２自治会で２つの工事を行います 

 ○中和田；堀川園田橋左右ガードレール

下法面コンクリート舗装 

 ○苙 口；苙口公民館前旧道フリューム

側溝の敷設替え 

和田分団消防車庫落成式開かれる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 団員・協力会員 地域防災の拠点の完成を祝う 

  ３月 29日（日）和田分団消防車庫の落

成式が行われました。 

車庫にて地域や消防団活動の安全を願

い神事が厳かに行われました。 

1階には消防自動車 2台と団員出動時の駐

車スペースがあり、２階はトイレやキッチ

ンを備えた畳 24畳の和室があります。 

団員の皆さんは、新車庫の完成を機に今

年５月の操法大会に向けて２月から上位

入賞めざし練習に取り組んでいました。 

しかし、新型コロナの影響で大会が中止と

なりました。次回大会に頑張ってくださ

い。 

これからも団員募集はじめ消防団活動

へのご理解ご協力をお願いします。 

なお、先の協力会総会で今年度より消防

協力会費を 800 円に引き上げてなお一層

消防団を支援することを確認しました。 

  

 

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』 

親・子・孫 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/493人 男性/238人 女性/255人 世帯数/276世帯 R2.5.1現在 

 


