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第 3 回地区公民館運営委員会報告 

第 3回地区公民館運営委員会が 12月 3日に

開催されました。今回は、主要行事の反省と

今後の事業などについて協議しました。 

１ 小学校・地区合同秋季大運動会：  

廣栄次教頭先生・下野覚体育部長 

・今年は賞品の在り方を変更し、1 位のみ賞品

を準備し，他は参加賞として簡素化を図り

スムーズに受け渡しができた。 

・感染予防対策に役員（特に用具係）の協力

があり安心して心配なく進められた。 

・地域種目の競技場所への直接集合は良かっ

た。並び順がわからなかったので、次回は

わかりやすいように対策を考えたい。 

・入場行進も今回でよいのではないか。 

・来年度以降も午前開催でも良いのでは。 

２ 第 28 回地区文化祭について： 

地頭所衛総務教養部長 

・準備の前日に、椅子の配置やパネルの位置な

ど確認したことで、準備が早くできた。 

・展示部門は、例年とすると自治会の個人の

方の作品が少なかったが、いきいきサロン

の活動や作品、女性学級の作品、小学生の

作品がたくさんあり良かった。 

・舞台発表は、時間設定通りに進み、放送も

聞きやすく良かった。 

・音響は準備で調整したが、変更されていて

手間取った。係以外は音響設備は触らない

ようにしてほしい。 

・片付けも早くできたが、軽トラックの手配 

や収納場所の指示がなく手間取って

しまった。次回からは事前打ち合わせ

をしたらよいと思う。 

 ・駐車場係が、来賓の方をわからなかっ

たので、次回は判るように工夫をし

たい。 

・販売部門は、農業大学の花があり賑や

かだった。密にならないように、ポ

ールを準備したが密集することもあ

り、間隔を広くしたほうがよい。 

 即売品は、ほぼ完売状態だった。 

３ ソフト事業の進捗状況について 

ソフト事業（2,890,000円）は、現在

まで 5 割程度の執行額。残りは定住促

進看板やのぼり旗・環境整備（市道支

障木撤去）などを予定 

 ４ 第５期地区振興計画（案）について 

内容は、1面に掲載の通りです。 

５ 今後の事業について 

『健康づくりグラウンドゴルフ大会』 

期日；令和３年 2 月 14 日（日）9：00 

場所；和田小学校校庭 

当日は、県下一周駅伝競走大会２日

目で日置市を通過します。 

9時に学校に集合し、ひまわり館まで

歩き、９時 20分頃、力走する選手の応

援を行います。 

応援終了後、小学校に帰りグラウンド

ゴルフ大会を行います。 

 1 月の文書発送で体育部より案内があ

ります。奮ってご参加ください。   

上和田自治会 定住促進の成果 

 上和田自治会では４年前に小学生以下

の子供の声が途絶えたことに危機感を持

ち、空き家の活用や自治会運営の見直し

（会議や各種作業の欠会費制度の廃止な

ど）を行い若者世帯の住みやすい、住みた

くなる地域づくりに取り組んできました。 

現在では、幼児のいる２世帯の転入をはじ

め、今年４月には小学生も誕生しました。 

今年度は、１１月までに３世帯６名の転入 

 

 

 

 

 

 

 

 

「美しい自然環境が移住の決め手に」 下園さんご夫妻 

 今年４月に千葉県柏市より移住された下

園義文さんは、「両親が和田出身というこ

ともあり、小さい頃に和田に来ており川や

山の風景が気に入りました」と定住の気持

ちを話されていました。下園さんは、空き

家を購入、市のリフォーム事業を活用し、

新装の家にお住まいです。敷地も広く、日

当たりも良く満足されていました。 

あなたの自治会でも定住促進の取り組みを 

好評！ひまわり館「青空市」 

 1 月 31 日（日）9:00～13:00 
新鮮野菜の特価販売などご期待ください。 

※ひまわり館では出荷者募集中です。 

少量でも大歓迎！集荷もしますよ 

（☎099‐296‐2519） 

 

 

 

 

 

 

 

1 月の行事予定 
日 曜 行  事 

１ 金 ○元旦 

５ 火 ヨガクラブ 20：00 

８ 金 文書発送 

９ 土 カラオケ同好会 19：30 

10 日 消防出初式 9：00 分列行進・表

彰 伊集院本庁中庭 

下和田鬼火焚き 17：30 

11 月 〇成人の日 

たのしいハーモニカ教室 10：00 

15 金 リズム体操 10：00 

19 火 ヨガクラブ 20：00 

22 金 文書発送 

23 土 フラダンス教室 13：30 

カラオケ同好会 19：30 

25 月 生け花同好会 9：00 

※公民館年末年始閉館のお知らせ※ 

地区公民館は 12 月 29 日（火）～令和

３年１月３日（日）まで閉館します。 
 コロナ禍の 1 年、普通に暮らせることがありが

たいことだと感じる１年でした。 

丑年は、普通に暮らせる年でありますように 

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 

年末年始交通安全期間（12/10～1/10） 

『年末年始 マナーアップで 事故防止』 

・早朝・夕暮れ時・夜間の事故防止 

・飲酒運転等の危険運転の防止 

・座席シートベルトとチャイルドシート着用 

・自転車利用時のヘルメット着用の徹底 
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地区内を彩るイルミネーション 

和田地区内では、冬の風物詩としてイルミ

ネーションが点灯されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川面に映えるイルミ（上和田）  今年は雪だるまも（苙岡）  

 上和田公民館には、上和田清流会の皆さんが

趣向を凝らした電飾を設置しました。地区内を

活気づけようと冬ホタルとして始めて 20年余、

年末年始の風物詩として楽しみにしています。 

LED に詳しい会員の橋口満洋さんの工夫で年々

充実していきます。 

 苙岡の国道沿いには，山野興業さんのクリスマ

スツリーが現れました。 

12月 1日に和田地区の子どもたちと点灯式が行

われました。子どもたちには、山野さんより一

足早いクリスマスプレゼントがあり、喜んでい

ました。ありがとうございました。 

 地区内の家々でもかわいいイルミネーション

見かけるようになりました。ほっこりしますね。 

 イルミネーションは、12 月から１月まで点灯してい

ます。ご覧ください。明るい気分になりますよ！ 

持続可能な和田地区を目指して 

第 5期地区振興計画（案）決定 

 第 5 期計画は、第４期計画での事業

をほぼ継続して取り組みます。特に強

化する事業、新規の事業を紹介します。 

  〇定住促進対策 

     持続可能な地域を目指すには、少

しでも人口減少に歯止めをかけるこ

とです。増え続ける空き家・空き地

（宅地）を積極的に活用し、移住希

望される方々の要望に応えられるよ

うに空き家バンク登録推進します。 

   ホームページなど活用して地区外へ

の情報発信を強化します。 

〇子育て支援（和田小学校支援） 

    子どもは地域の宝、希望です。 

子育てしやすい環境づくり、幼児を持

つ親同士の交流など、PTAと連携し取

り組んでいきます。 

   若者世帯が住みやすい自治会の在

り方、慣習の見直しなどにより次世

代を育てる地域づくりを目指してい

きます。 

    和田小学校運営協議会と 

学校応援団活動の連携充実へ 

    小学校社会科・生活科の学習で指導

してくださる人材の発掘に取り組み

ます。例；戦争体験の話、もち米を

使った郷土料理の実習指導など他    

 〇必須事業；健康づくり 

 新規；自治会ごとの「健康セミナー」 

  近年、40 代から 60 代の働き盛りの世

代の方が病気になったり、知らぬ間に生

活習慣病にかかったりして健康を損な

う方が増えてきています。普段から健康

に関心を持ってもらうことが大切なこ

とから、参加しやすい各自治公民館で開

催することにします。 

  内容は、健康づくりに関する講話、 

血圧測定、筋肉量の測定、 

簡単な体力テストです。 

  健康セミナーを 3年間、年 1回同一時期

に開催し、自分の健康・体力の状況を把

握し、「健康ファイル」に記録し、健康

づくりに役立ててもらうことがねらい 

 〇必須事業；見守り活動 

  安心・安全に暮らしてもらうために 

  新規；「見守りマップ」を作成します 

   和田地区では、一人暮らしの高齢者の

方の見守りマップを作成していました。 

 第 5期計画では、防犯・防災対策の観点

から全世帯の方を対象に「見守りマッ

プ」を作成します。ご理解ご協力を 

 〇きれいな地域づくり 

   移住定住促進を図るには、美しい集落

づくりは、欠かせません。美しい田園風

景に人々は、心癒されるといいます。 

  市道や史跡などの環境整備に取り組み 

ます。定年された方々の地域貢献活動と 

 してのサポーター倶楽部の活動充実、 

安全な作業に取り組みます。 

  下和田青壮年部では、集落内の支障木 

の伐採など要望があれば「お助け隊」とし 

て、年末に実施し喜ばれています。 

  地区でも取り組めないか、課題です。 

 〇夏祭りの開催 

  夏祭りは、舞台づくりが負担でした。 

地区内の舞台づくりの専門チームに相

談し依頼することに 

   花火は、夏の風物詩として、楽しみにし 

ていることから継続して実施。但し、来年 

から西酒造さんからの協賛金（20万円） 

がなくなるためその確保が課題となりま 

す。そこで、協賛金として現在 200円の 

寄付金を 500円として、抽選会の賞品代と 

花火の代金に充てる案が出されました。 

この寄付金増額については、自治会の初総 

会で諮っていただくことにしました。 

〇文化祭 

 地区文化祭は、今年の文化祭でのコロナ 

対策の改善工夫の成果を活かし簡素化、省 

けるところはこれまでの先例にとらわれ 

ることなく実施していくことに 

〇和田の歴史マップ（看板）づくり 

 郷土の歴史を知ることは大切なことか

ら、自治会にある石碑など説明看板の作

成を取り組みます。 

  ※あなたの自治会でも初総会などで持続可能

な自治会のために何ができるか話し合ってみて

ください。「知恵出せ」「汗出せ」「元気出せ」の心

で （裏面に続きます。１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/486人 男性/236人 女性/250人 世帯数/272世帯 2.12.1現在 

 


