
        

公民館だより 

和   田 その 2 

第 310号 

令和２年６月 12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/  

和田地区サポーター倶楽部活動開始！ 

国道 日置市南の玄関口きれいに 

  5月 30日（土）に第１回サポーター倶楽部

による活動が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車通学の中学・高校生の安全を祈り！国道中之里 

曇り空の下、17 名の方々が参加してくださ

り、田中城跡と農大下の国道 270 号線の山茶

花の手入れと地区外の国道中之里ホテルジョ

イフル前の草払いをしていただきました。 

ホテルジョイフル前は歩道に両側から草が繁

り、中学・高校生が自転車通学するのに大変

でしたが、安全に通行できるようになりまし

た。 国道農大下は、例年この時期になると

草木が歩道まで繁茂し通行の障害になったり

景観を損なっていました。今回は、歩道脇の

土砂除去も行いすっきりとなりました。 

 次回の活動は、7月 5日（日）瀬谷自治会の

市道作業支援として市道庭坂線などの伐採作

業を自治会の皆さんと一緒に行います。 

県立図書館がやってきたよ！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

県立図書館より借りた絵本・紙芝居（一部） 

児童クラブで絵本・紙芝居・児童書

など 80冊を借りました。 

さっそく子どもたちは紙芝居や児童書

を手に取り読んでいました。 

 一般の方々にも親しみやすい本です。

地区民の皆様のご利用大歓迎です。 

 児童クラブ室に備えてありますので 

ご利用ください。 

 利用の決まりは次のとおりです。 

 ①借りる時は、貸出簿に記入し、公

民館職員の確認を受けてください。 

 ②貸し出しの期間 14日以内 

 ③貸し出し冊数  ３冊以内 

7 月の女性学級ご案内 

7 月 10 日(金)20：00 より出前講座の

「ＨＵＧ避難所運営ゲーム」を行いま

す。避難所で想定されるいろいろなケー

スについて参加者同士で話し合い、もし

もの時の避難所運営を考えます。 

「備えあれば憂いなし」です。学級生

以外の方もぜひご参加ください。 

カミチク「上和田農場」を視察 

 

 

 

 

 

 

 

整備中の上和田農場を視察 

上和田自治会にある旧前田養豚場跡地

を生産から販売まで一貫した肉用牛経営

を展開している（株）カミチクファームが

買い取り、子牛の育成牧場として活用して

います。昨年４月に市・関係自治会（助代・

上和田）カミチクと 3者による協定を結び

ました。今回は、その協定に基づき農場の

状況を 日置市、助代、上和田自治会の関

係者により視察を行ったものです。 

  現在、旧豚舎は整備改修され新しい畜舎

に生まれ変わっていました。全面完成まで

にはもう少しかかるということでした。 

  両自治会では、前の事業者の反省から水

質検査の徹底を申し入れました。 

上和田農場は子牛（3～6 か月齢）の育

成牛舎です。また、カミチクでは地元雇用

を推進しており、従業員を募集中です。 

連絡先；南さつま市カミチクファーム

0993-77-4970  

 ソフトバレーボール大会のご案内 

   期日；令和２年６月 20 日（土） 

午後 6 時 30 分集合 7 時開会 

   場所；和田小学校体育館 

 

７月の行事予定 

日 曜 行  事 

５ 日 小・中合同資源回収 8：00 

和田地区サポーター倶楽部 

第２回活動日 瀬谷集落 7：30 

６ 月 ハーモニカ教室 10：00 

７ 火 小学校水泳大会 10：25 

水難救助訓練 14：35 

ヨガクラブ 20：00 

９ 木 第２回夏祭り運営打ち合わせ

会・プログラム作成検討会 20：00 

10 金 文書発送 

女性学級 20：00 

「ＨＵＧ避難所運営ゲーム」 

11 土 カラオケ同好会 19：30 

17 金 リズム体操 

21 火 ヨガクラブ 

22 水 文書発送 

23 木 ○海の日 

24 金 ○スポーツの日 

25 土 フラダンス教室 13：30 

カラオケ同好会 19：30 

26 日 和田小学校奉仕作業 7：30 

27 月 生け花同好会 9：00 

 

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 
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令和 2年度 第 1回保健福祉部会開催 

5月27日に保健福祉部会をおこないました。

今年度の活動内容の検討や情報交換を行いま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区民の健康増進を願い、事業内容の共通理解を 

新規事業としては、健康づくりの為に『か

けっこ（陸上）教室』を行います。第 1 回目

を 6 月 21 日午後 1 時 30 分より小学校校庭で

行います。幼児より大人まで参加できます。 

特定健診受診率アップに成功、苙口自治会  

特定健診受診は、病気の早期発見・早期治

療につながり、病気の完治はもとより、治療

費の軽減にもつながります。 

特に受診率が良くなった東建次苙口自治会

長より取り組みが紹介されました。 

（Ｈ29年度、41.67％⇒Ｒ２年度 90.00％） 

「行事のたびに受診の声掛けをしたり、健

診の際に車のない人は一緒に乗せて行ったり

している。今までも病院で受診していたが、

カウントしてもらえていなかったので病院へ

情報提供のお願いをしてもらった。」 

助代自治会でも健診に行くようにことある

ごとに受診の声掛けをしているそうです。   

第１回歩こう会の開催 

 

 

 

 

 

サポーターの方たちが草払いした田中城跡へ 

５月 31日(日)今年度最初の歩こう会

を行いました。朝方まで雨がふってい

ましたが、スタートする頃には良い散

歩日和となりました。田中城跡も草払

い直後の為とてもきれいに整備されて

いました。下和田から中和田の堀川沿

いを上和田公民館まで行き市道を通り

帰って来ました。約 1 時間、ほど良い

汗をかきました。 

次回はぜひ一緒に歩きましょう。 

 

健康づくり標語募集中！ 

 今年度も標語・川柳を募集しています。

健康に関することであればなんでもい

いです。昨年は、県知事賞を頂いた方

もいます。どしどし応募ください。 

 参加賞としてひまわり館で使える商品

券をプレゼントします。応募用紙紙の

ない方は公民館にあります。 

  応募締め切りは、6月 30日（火） 

   お急ぎください。 

第 27回和田地区夏祭り開催決定 

8月 9日（日）午後 7時開会 

  ６月４日に夏祭り打合せ会を開き、新

型コロナウイルスにより様々な行事の

開催に影響が出てきています。地区夏祭

り開催については国や県、市の方針など

を勘案し、地区民の夏の楽しみな行事で

もあり和田地区としては開催すること

に決定しました。具体的な新型コロナウ

イルス感染予防対策は、今後の感染状況

を見ながら総務教養部会で協議します。 

主な内容 

① ステージ出演者や当日の役員の方へ

のお礼は、出店したお店で使える商品券

を差し上げます。出店もふるって応募く

ださい。 

② 交通の便のない方への支援として 

送迎タクシーを準備します。 

送迎を希望される方は、遠慮なく自治

会長さんを通じて申し込んでください。

和田小近くの自治会の方も利用できま

す。後日、回覧で希望を募ります。 

③ ポスター・灯ろうコンクール実施 

和田小児童の皆さんに夏祭りの告知

用ポスターを作製してもらいます。上位

３位までを表彰します。 

灯ろうは、育成会を中心に描いてもらい 

表彰します。灯ろうの出品は、一般の方 

 の参加大歓迎です。 

④ お楽しみ抽選券は、空くじ無し 

但し、最後まで残っていた方に差し上げ

ます。代理受領は、無効になります。 

⑤ 西酒造さん協賛の花火は、打ち上げ花 

火を主に 

祭りのフィナーレの花火大会は、打ち

上げ花火を主にし、和田の夏の夜空をか

ざってもらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

昨年は、元気なわだっこの「パプリカ」、今年は何かな 

出演者募集中です！ 

出演者を募集しています。各自治会の

青壮年部・女性部・高齢部等・・・ 

和田地区出身者・和田に縁のある方で

舞台出演したい方は、地区公民館までお

問い合わせください。 

出演・演目の〆切は 7 月 6 日（月）まで 

「祭りの主役はあなたです」 

是非、ご参加ください♪ 

お楽しみ抽選券付プログラムは 7月 22日

の自治会発送で各家庭へお届けします。 

 夏祭り前の和田小奉仕作業は、7月 26

日（日）です。ご協力をお願いします。 
 

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/494 人 男性/239 人 女性/255 人 世帯数/276 世帯 Ｒ2.6.1 現

在 

 


