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 健康づくり標語最優秀賞・優秀賞決定 

  健康づくりの標語を募集していました。 

  小学生 5名 10首 一般 27名 43首  

 の応募がありました。たくさんの参加ありがと 

うございました。審査は、小学校の先生方にお

願いし、決まりました。 

【最優秀賞】 

（小学生の部）  出口琳悟さん 

「けんしんで ながいきしてね おばあちゃん」 

（一般の部）   永仮和寛さん 

「健診の あける扉は 元気の入口」 

【優秀賞】 

（小学生の部）  堀ノ口もも さん 

 「にく さかな やさいを なんでもたべて 

             げんきなからだ」 

             谷﨑怜王 さん 

 「健診は 家族を守る ヒーローだ」 

（一般の部）   前野ツルエ さん 

 「老いても みなとキントレ たのしいな」 

             竹原渚 さん 

 「ゴールまで ニコニコ笑っていたいから 

        必ず受けよう 特定健診」 

   

表彰は和田小学校・地区運動会で行いたい

と考えています。 

  入賞作品は、特定健診受診啓発に使用させて

いただきます。 

なお、応募作品は各 1点づつ県国保連合会 

標語募集に出品しました。 

 ８月は、特定健診受診月間です 

特定健診はじまります 

特定健康診査（特定健診）は 40歳～

74歳の方を対象に生活習慣病の前段階

であるメタボリックシンドローム（内

臓脂肪症候群）に着目した検診です。 

病院で治療中の方へ 

日置市への情報提供をお願いしてく

ださい。（県医師会加入医療機関であ

れば情報提供ができます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早期発見、早期治療で健康寿命を伸

ばしましょう。 

各自治会受診率 70％以上を目指し 

お互い声かけ合って受診しましょう。 

 

女性学級 出前講座 

「ＨＧＵ避難所運営ゲーム」を体験 

７月 10日に市総務課防災係宇都係長に

出前講座をしていただきました。 

机上で避難してくる人たちを、避難所に配 

置していくゲームです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「この人はどこにする？」「ここがいいね！」 

4～5 名のグループに分かれ、リーダーの

読み上げるカードを皆で話し合いながら

避難所である体育館や校庭・教室に配置し

ていきます。色々な条件のある人を上手く

配置するのは難しいものがあります。 

  今回は初めてのことであったり、女性学

級の時間設定も短かった為、理解せずに進

めたため非常に手間取りました。しかし、

実際に大きな被害があり避難所生活をす

ることになった場合、誰が、どのように運

営をしていくのかを改めて考える事でし

た。ぜひ、各自治会でも防災訓練の時にし

てみることをお勧めします。災害はいつや

って来るかわかりません。 

備えあれば憂いなしです。 

和田小・地区合同運動会は、 

9 月 27 日（日）午前中開催へ 
今年は新型コロナウイルスの感染予

防対策を行い、種目をしぼり、競技をお

こないます。また、熱中症や長時間の接

触にならないように、全ての競技を午前

中で終了することとなりました。 

なお、当日雨天の場合は、順延となり

28日（月）です。 

９月の行事予定 

日 曜 行  事 

1 火 ヨガクラブ 20：00 

11 金 文書発送 

12 土 高齢者学級グラウンドゴルフ 

15：00（雨天時は、ペタンク） 

カラオケ同好会 19：30 

13 日 吹上中学校体育祭 8：40 

和田小学校整備作業 7：30 

14 月 ハーモニカ教室 10：00 

15 火 ヨガクラブ 20：00 

18 金 リズム体操 10：00 

21 月 ○ 敬老の日 

22 火 ○ 秋分の日 

24 木 小・地区合同運動会準備 14：05 

総務教養部会 20：00 

25 金 文書発送 

26 土 フラダンス教室 13：30 

カラオケ同好会 19：30 

27 日 和田小・地区合同運動会 

役員集合 8：30 開会式 8：50 

28 月 生け花同好会 9：00 

◎和田の後継者を育てましょう。 

さあ、あなたの自治会での取り組みは！ 

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 

吹上地域は下記の日程です。 

受診時間は、わずかな２時間余です。 

健康維持のため必ず、受けましょう。 

受付時間  ８時～１０時まで 

会場；吹上中央公民館 

8月18日(火)・19日（水）・20日（木） 

   21日（金）・22日（土）・23日（日） 

   25日（火）   

会場；永吉地区体育館 

   8月 26日（水）・27日（木） 

  検診については、新型コロナ感染予防

対策を取りながら開催します。 
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苙口自治会の六月燈と山神祭（苙神様） 

7 月 12 日（日）苙口自治会では、六月燈と

苙神の山神祭を行いました。今年はコロナの影

響もあり規模を縮小して行いました。男性陣は

山神祭りの縄練や苙神周辺の清掃をし、女性陣

は灯ろうや七夕飾りを作り準備をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   みんなで六月燈（サロンも兼ねて） 

  瀬谷苙口線より奥に入った所に立派な鳥居

と巨石が祭られています。地域の守り神として

苙口自治会の方がきれいに手入れをされてい

ます。地域の文化財を守る大切なことですね。 

和田地区内の平和と繁栄、安全を祈って 七夕飾りが彩り・・いいね 

７月は、地区公民館はじめ各自治公民館の玄関を七夕飾りが彩りました。 

「コロナが早くおさまりますように！」という願いが多かったです。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 児童クラブの元気なこどもたちが作成              みんなの願いが届きますように！ 

自治会では高齢部やいきいきサロンや子どもたちと、七夕を制作していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       苙口自治会                           中和田自治会 

 

 

 

 

 

 

 

上和田自治会（子ども育成会も一緒に作りました）           下和田自治会 

 第 5期地区振興計画策定に向けて 

      話し合い活動打合せ 
7 月 3１日（金）に鹿児島大学、金子満

准教授と策定づくりの話し合い活動に向

けて打合せ会を行いました。 

まずは、地区（各自治会）の現状や困り

ごと、どういう地域にしたいのかを役員各

自治会の調書に基づき説明し現状と課題

を出し合いました。 

  各自治会からの調書をもとに金子先生

からは、振興計画づくりの視点として 

  ①現状のままで地域の自然死を待つ

か、集落が無くなるのを待つか 

  ②持続可能な地域を目指す計画をつく

る考えがあるか。これから先は、消費す

る時代からモノを生み出す社会になる。 

水や農地（田畑）、学びの場所（小学校）

の資源のある地域には大きな可能性があ

る。５年先、10 年先のビジョンを持って

いるかが大きなポイントとなる。 

現状維持のままの計画か、次の世代が希

望を持てる地域を目指す計画かで、 

振興計画の事業、内容も変わってきます。

どの方向を選択するか、皆さんでよく考え

て計画づくりをしましょう。 

策定委員は、地区公民館役員・運営委員、

各専門部副部長、保健福祉部員、市協力員

の皆さんにお願いすることになりました。 

８月 25 日（火）午後 7 時 30 分～第 1

回の振興策定委員会を開催します。 

  （９月の行事予定は、裏面をご覧ください。） 

 

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/491人 男性/237人 女性/254人 世帯数/275世帯 2.8.1現在 

 


