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第 2 回地区公民館運営委員会報告 

８月 27 日 第２回地区公民館運営委員会

が開催されました。内容は次のとおりです。 

① 和田小学校・地区運動会の開催について 

期日；９月 27 日（日）8 時 45 分整列 

雨天時は順延（9/28）に 

 新型コロナウイルス感染防止・熱中症予防の

ため午前中の開催に 

 前回までと異なる点は、 

 ・「密閉」「密接」「密集」の 3密をひかえる 

 ・来場の際はマスクを着用 

 ・各自でこまめに水分補給をする 

 ・応援席から競技場所へ集合する 

 ・今年の競技種目は 7種目（採点 4種目）  

・賞品受け渡しの混雑回避のため、競技の 1

位のみに準備します。各自治会代表として参

加した方へは参加賞を準備する。複数種目参

加しても１人 1個とする。応援団席にて体育

部長より配布。競技役員への記念品を準備 

参加希望種目（幼児かけっこ・ミニマラソ

ン・宝つり）は、従来どおり参加賞を準備 

  

② 第 58 回吹上地域市民駅伝競走大会の 

開催ついて～南回りコース～ 

期日：11 月 8 日（日）10：00 スタート 

  錫山入口をスタートし市役所吹上支所庁舎

前ゴールの 10区間 17.8ｋｍのコース 

 今回は、コロナ感染症対策として開会式、

閉会式は、代表者のみ参加にするなど簡略化

し、競技主体の大会になります。 

なお、市民駅伝競走大会については、主

催者より実施した場合の参加の意向確認

があり、和田地区では、出場決定しました。 

 

③ 第 28 回地区文化祭の開催について 

11 月 15 日（日）開催予定！！ 

  詳しくは、10月１日（木）の実行委員会

で協議します。 

 和田地区先祖追弔会の開催 

8月16日 厳浄寺住職の山崎淳郎先生に

講話をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

講話；会議室前に貼ってある「知恵出せ」

「汗出せ」「元気出せ」の言葉は、仏教に

ある「智慧」「精進」（努力しなさい）「生・

生きることのあかし」と同じだそうです。 

朝、目が覚める、手足が動く、それはあ

たりまえではなく有難い事です。 

生まれさせていただいたことに感謝する

ことが大事ですと結ばれました。 

 先祖追弔会は、戦前（大正 11 年）より

和田地区で行っている、歴史ある行事で

す。『温故知新』大切にしたいですね。 

ちょっといい話 

待合所がきれいに 

 

 

 

 

 

 

 
 上和田の旧バス待合所がきれいにな

りました。先のふるさと探検隊でも古

くなって景観を損なっている。と指摘

されていました。 

このほど、上和田自治会２班の有志

の方々が、材料を持ち寄り、屋根の張

替え、塗装をし、きれいになりました。

乗り合いタクシーの待合や、休憩に活

用している近くの軸屋エミ子さんは、

「気持ち良い待合所になった」と喜ん

でいました。 

 有志の力、ありがたいですね。 

 

 小学校・地区運動会 

『幼児かけっこ』出場児募集中！ 

 未就学児かけっこの出場児募集して

います。お子様やお孫さん、お友達の

お子様などたくさんのご参加お待ちし

ています。 

 出場希望の方は、名前・月齢（何才

何ヶ月）保護者氏名、連絡先（☎）を

和田地区公民館へお申し込みくださ

い。当日も受付けますが、参加賞の準

備がありますので、事前に申し込み 

いただければ助かります。 

 

10月の行事予定 

日 曜 行  事 

1 

 

木 第 28 回地区文化祭実行委員会 

20:00 

６ 火 やさしい園芸教室 10：00 

ヨガクラブ 20：00  

９ 金 文書発送 

女性学級 19：30 

10 土 カラオケ同好会 19：30 

12 月 楽しいハーモニカ教室 10:00 

16 金 リズム体操 10：00 

20 火 ヨガクラブ 20：00 

23 金 文書発送 

24 土 フラダンス教室 13：30 

カラオケ同好会 19：30 

25 日 秋季ウォーキング「歩こう会」 

8：30 集合 

ひまわり館収穫祭 9：00 

26 月 生け花同好会 9：00 

28 水 第２回文化祭実行委員会 20：00      

 ◎台風シーズン到来、災害に備える季節とな

ります。かねてから自主防災を考えておきま

しょう。「自分の身は、自分で守る」です。 

◎振興計画づくり始まりました。 

コロナ感染対策として、体育館での開催 

大きい会場で、たくさんの意見が出されまし

た。持続可能な地域を目指すには、それなり

の地区住民の「思い」と「行動」が必要に 

市職員の皆さんは、共同サポーターとして参

加していただき感謝、力強い味方です。 

◎コロナ対策に工夫しての運動会。これから

の行事は、今までとは異なる取り組みになり

ます。「知恵出せ、汗出せ、元気出せ」です。 

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 313 号 

令和 2 年 9 月 11 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/ 
   

キーワードは、時代の変化 

第 5 期地区振興計画策定づくり開始 

8月 25日（火）に鹿児島大学准教授金子満先

生の「和田地区の今後の活動について考える」

と題し計画策定への基調講演がありました。 

その後各分科会に分かれて、第４期の振り返

りを行い、次回への課題を話し合いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 講演では、5年後 10年後の和田地区の姿はど

うありたいのかイメージをすることが大事で

ある。これまでの社会常識は通用しなくなる。

①少子化の時代となり人口減少社会に 

②新型コロナウイルスにより密集・密接・密封

による効率化が機能不全となる。都会から地

方への移動が始まりつつある。 

③日本は人口減少だが、世界的には人口増とな

り食糧難の時代となりつつある。 

 これからは田舎が注目を集める時代（自然・

伝統文化・低コスト）特に「水」「食料」等の

ライフラインの確保は必須の時代がくる。以上

のことをふまえ、今までの事業の見直しをする

ことが大事である。持続可能な地域を考える際

には、交流人口や移住、定住、さらには次世代 

に向けた新たな産業の開発が必要。それな

りの思いと行動が必要となる。和田小学校

の存在は地域にとっては大きい、これから

の学校教育は大きく変化する可能性があ

る。学校のリモート化、地域住民と一体と

なった複合教育・施設化など考えられる。 

 

第 1分科会（定住促進・地域活性化）   

委員紹介（敬称略）◎部会長〇副部会長 

◎山之内修・下野和博・田中文彦・政幸二

郎・〇井上建三・浜畑健一・出口正悟 

谷﨑正基・下野由美子・馬籠郁代 

（市職員）下野彰久・野﨑良介 

＜第４期の良い点＞ 

・ホームページの情報発信 

・人が少ない分、良く協力してくれる。 

・学校応援団の環境美化によりいつも美し

い学校、奉仕作業の負担軽減になっている

＜改善点＞ 

・色々な活動に強制しがちなところ 

・行事への参加者が固定化されている 

・全ての行事が必要なのか見直しが必要  

 

第 2分科会（健康づくり） 

◎櫨木洋子・上床耕造・東直美・榊郁江・ 

坂口優幸・坂口美喜代・重信律子 

堀田清美・園中香世・妹尾加代子 

山之内とよ子・○吉村康子 

（市職員）宮内良子・堀愛美 

＜良い点＞ 

・「筋ちゃん広場」が交流の場に 

・「歩こう会」は楽しく歩けてよい 

・「かけっこ教室」は運動の基礎が学

べる 

＜改善点＞ 

・ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰは高齢者には向いていない 

・歩こう会は自治会単位で実施した 

 ら、参加も多いのでは 

・来ない人へのアプローチが難しい  

 

第 3分科会（見守り活動） 

◎松下光一〇東建次・坂口正視・ 

福添良広・宇治野光代・田原ヨシ子・

榊恵美子・前野キミ子・下園明美・ 

田中和子・窪田祥子・松枝ひとみ 

山口マサ子・溝辺ひとみ 

（市職員）二禮木祐子・松村千代実 

 

 

 

 

 

 

＜良い点＞ 

・「筋ちゃん広場」「いきいきサロン」

で見守りができる 

・高齢部の活動で独居の方に差し入れ

と話しをする 

・自治会活動に全世帯参加するので 

高齢者の見守りができる。 

＜改善点＞ 

・若い人が少なく昼間の見守りが困難 

・「筋ちゃん広場」「いきいきサロン」の支

援者が少ないため負担が大きい 

 

第 4 分科会（景観形成・環境・産業振興） 

◎地頭所衛・藤元弘人・下園雄二 

栫井廣志〇田中政司・馬籠章一・ 

前野和廣・今村文子 

（市職員）田口悦次・玉利久瑠実 

＜良い点＞ 

・サポート倶楽部の支援で瀬谷・助代の伐

採を手伝っている。苙岡自治会の退職者の

方々が作業に参加して頂き助かっている。 

・ひまわり館の市外からの利用者が増。 

＜改善点＞ 

・サポーター倶楽部の活動時間が長くなっ

ている。夏場は短時間で終わってほしい 

・ひまわり館を盛り上げたい 

（出品者、品数を増やす対策を） 

 

第 5 分科会（地域文化の継承） 

◎下野照男〇妹尾正信・下野覚・松枝一彦 

廣栄次・上床悦子・小山田桃恵・大迫景子 

（市職員）福壽隆 

＜良い点＞ 

・夏祭りは懐かしい人、若い人たちの出合

いの場である。準備の協力体制が良い。 

＜改善点＞ 

・文化祭は、役員にならなければ参加しな 

 い。前日の設営,リハーサル,当日と 2 日

間は大変なのでは 

 ・太鼓踊り、継承者の確保対策を！ 

 

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/488人 男性/235人 女性/253人 世帯数/272世帯 2.9.1現在 

 


