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第 28 回和田地区文化祭 

11 月 15 日（日）開催 

 10月 1日の文化祭実行委員会で開催の決定が

なされました。展示発表・舞台発表・即売会を

行います。但し、11月 1日以降に日置市内で新

型コロナ感染発生があった場合は、中止となる

こともあります。 

 当日の日程；8時 30分～ 展示発表、即売会

産業部による地元特産物、フリーマーケ

ット、ひまわりグループ（ふくれ菓子な

ど）、下和田青壮年部（やきいも）、下窪

商店（果物）などの即売があります。 

 9時 45分： オープニング 

     和田小児童『ひまわり竹太鼓』 

 10時； 開会式・ 

和田小学校学習発表（作文・読書祭り） 

 10時 25分； 舞台発表 

 11時 45分； 閉会式 

○舞台発表申込みは、10月 26日（月）まで 

○展示作品・即売品等の出店申し込みは 

11月９日（月）まで 

地区公民館へお申し込みください。 

※舞台発表・作品展示に出品された方へは、当

日の即売品展で使える商品券を参加賞として

差し上げます。 

 送迎タクシー運行します！ 

お近くの方も、ご近所お誘い合わせの上ご利

用ください。送迎タクシー利用案内は 10 月 23

日の文書発送で案内いたします。 

プログラムは当日会場で配布いたします。 

第 5 期地区振興計画審議状況 

  各分科会の第 2回目の話し合いが終わ

り、各分科会から第 5期に向けての新規

事業等のアイデアが出てきています。 

 その一部を紹介します。 

 第１分科会；定住促進・地域活性化 

・人材バンクリストの作成 

  （こんなことができるよという人材を

発掘し、地域のお困りごと解決に） 

 第２分科会；健康づくり 

・自治会ごとの健康づくり教室 

  （減塩食・体力測定・血圧測定など） 

・血圧計を配布（一部負担） 

・自治会ごとのミニ歩こう会 

  （近所をみんなでさんぽ） 

 第３分科会；見守り活動  

  ・見守りマップの充実 

（支え合いマップ） 

・お助け隊（有償ボランティア） 

   （困りごとの解決に） 

 第５分科会：地域伝統文化伝承活動 

  ・和田の歴史マップ作成 

  （高齢の方などへの聞き取り調査を

し、集落地図に記入し、いつでも見

られるように記録に残す） 

など意見が出ております。 

最後の分科会でもっと詳しく話合いが

出来たらと思います。 

  健康づくり標語表彰 

  小学校・地区合同 

運動会で、健康づく 

り標語の表彰をおこ 

ないました。 

公民館にも作品が 

掲載されていますの 

でご覧くだささい。 

   

特定健診はお済ですか 

  吹上地域で集団検診は、終了しました

が、日置市内や各病院でも受けられま

す。 まだ受けてない方は、是非受診し

てください。 

吹上支所健康保険係にお問合せくださ

い。 ☎ 099-296-2113 

 

 

 

 

 

お知らせ； 

今年の吹上地域市民駅伝競走大会は、 

10月 6日に日置市内で新型コロナ感染者

発生のため中止となりました。 

11 月の行事予定 

日 曜 行  事 

3 火 ○文化の日 

ヨガクラブ 20：00 

7 土 フラダンス教室 13：30 

9 月 たのしいハーモニカ教室 10：00 

13 金 文書発送 

14 土 文化祭準備 8：30 

生け花同好会  

カラオケ同好会 19：30 

15 日 第 28回和田地区文化祭 

展示・即売会 8：30 

オープニング 9：45 

17 火 ヨガクラブ 20：00 

19 木 秋の苗配布 

20 金 リズム体操 10：00 

学校運営協議会 

和田小秋祭り・読書祭り・ふれ

あい給食 

23 月 ○勤労感謝の日 

26 木 総務教養部会 19：30 

27 金 文書発送 

28 土 カラオケ同好会 19：30 
 

◎感染予防対策を講じての和田小・地区合同

秋季運動会はいかがだったでしょうか。 

今までとは、一味違う、開催に向けて「知恵

出せ」「汗出せ」「元気出せ」の運動会でした。

下級生中心ながら児童のすばらしい演技、苙

口・瀬谷自治会の初優勝に元気をもらいまし

た。参加された方から「工夫することで半日

でも充分楽しめた」という声を聞き、主催者

としてほっとしたところです。 

”芸術の秋“です。地区文化祭も開催でき

るように知恵を出していきましょう。 

皆様のご協力をお願いします。 

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 

第２回「歩こう会」のお知らせ 

期日：10 月 25 日（日）８：30 

   和田地区公民館集合 

 『散歩でも 

健康づくりできるんだ』 

元気で長生き目標に 

まず歩きましょう！ 
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 和田小学校・地区合同秋季大運動会 

盛大に開催！！ 

小学校  白組優勝 

総合優勝 苙口・瀬谷自治会 

第２位    中和田自治会 

第３位    上和田自治会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初優勝の苙口・瀬谷自治会   白組の皆さん 

9 月 27 日 晴天のもと和田小学校・地区公

民館合同秋季大運動会が開催されました。 

  今年は、新型コロナ感染症対策を十分に取

り、午前中開催となりました。密接する競技

を省き、参加しやすい競技をおこないました。 

  用具係の方々は、競技で使う道具を消毒し、

競技者の方々も安心してプレーすることがで

きました。 

また、招集・編成・審判等に自治会体育部長

さんはじめ中高生もお手伝いいただき大変助

かりました。 

  

 

 

 

 

 

コロナに負けるな、みんなで元気よく入場行進！          来年１年生に      幼児かけっこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミニマラソン 男・女 １位でゴール           あわてず確実に           ホールインワン 

 

 

 

 

 

 

 

児童と一緒に‘なわとび‘ 30秒間を２回とびました            今年の宝物は？？ 

 

 

 

 

 

 

 

ねらいさだめて 「ポールにはいれ！」      児童による元気・笑顔いっぱいの「パプリカ」 

 

 

 

 

 各自治会テント前でエールを送る応援団 

応援合戦では、紅白に分かれた児童の

皆さんが各自治会のテント前で応援を行

いました。子どもたちの一生懸命な応援

に拍手で応えていました。 

   閉会式後の後片付けは、たくさんの方

に協力をいただき、スムーズに進み早く

終わりました。役員・中高生そして競技

に参加された方、応援をしてくださった

皆さんありがとうございました。 

みんなの力でこれからも和田小学校を盛

り上げていきましょう。 

彼岸花満開 

 

 

 

 

 

 

  堀川堤防沿いの彼岸花が今年もきれい

に咲き揃いました。開花に合わせて 8月

の暑い時期に上和田・中和田の方々が草

払いをしてくださったおかげです。 

（裏面に続きます。11月の行事予定表も） 

 

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/234人 女性/254人 世帯数/273世帯 2.10.1現在 

 


