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令和２年度ハード事業の施工概要 

 事業費総額 1,947,000 円 

○苙口公民館前弓道フリューム側溝敷設替え 

   苙口自治会 1,392,200円 

 

 

 

 

 

 苙口公民館前側溝    中和田、堀川園田橋法面              

○堀川園田橋ガードレール下急傾斜法面のコ

ンクリート舗装 中和田自治会 554,800円 

 

主要道路の景観・環境整備を図る 

  今年度もソフト事業を活用して 1月 17日に

苙口自治会、24日に助代自治会、31日に上和

田自治会の市道瀬谷苙口線、和田平鹿倉線、

大平線の支障木伐採を行いました。 

各自治会の有志の方々の協力やサポータ倶

楽部の支援をもらい、高所作業車など重機を

借上げしてかねての自治会作業で困難な支障

木の伐採を行いました。なお、上和田自治会

作業に（有）前野組さんより２ｔダンプを貸

してくださいました。 

交通の安全、台風災害時も安心 

  道路に覆いかぶさった雑木などの除去によ

り、見通しも良くなりました。また、台風災

害時の倒木被害も軽減されると思います。 

 

 

 

 

 

   今回、大活躍の高所作業車 

 

 

 

 

 

 苙口自治会の伐採作業中  作業後 

 

 

 

 

 

 助代自治会の伐採作業中  作業後 

 

 

 

 

 

上和田自治会（大平線）見通しも良くなりました 

  2 月 27 日に瀬谷自治会部分の作業を

計画しています。  

瀬谷自治会作業により平成30年度か

ら実施してきた市道支障木の伐採作業

により、地区内の市道和田平鹿倉線、

瀬谷苙口線は、きれいになります。 

「健診の 開ける扉は 元気の入口」 
 令和３年度特定健診申し込み 

始まっています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全な作業、事故ゼロを目指して 

「草刈り機・チェーンソー取り扱い講習会」 

のご案内 

和田水土里クラブと和田地区公民館で

は、農作業や、自治会作業など安全に行う

ために草刈り機などの取り扱い講習会を

開催します。 

期日；令和３年２月 28日（日）9時～ 

  場所；和田地区公民館 

 ※参加ご希望の方は、各自治会長さんへ 

2月 15日までにお申し込みください。 

日置市特産市（ひまわり館）開催 
２月 14日（日）8：30～16：00 

日置市特産品消費拡大推進事業とし

て開催されます。イベント対象商品（シ

ールが目印）は 30％ＯＦＦとなります。 

黒毛和牛、豚肉、海産物、野菜・果樹

類、加工品、日置市産 100％オリーブオ

イルも販売します。ご来店の際はマス

ク着用、マイバッグをご持参ください。 

  

3 月の行事予定 
日 曜 行  事 

２ 火 ヨガクラブ 20：00 

４ 木 
地区公民館役員・総務教養部会 

19：30 

11 木 
第 4 回地区公民館運営委員会  

19：30 

12 金 
文書発送 

女性学級閉級式 19：30 

13 土 カラオケ同好会 19：30 

16 火 ヨガクラブ 20：00 

20 土 ○春分の日 

22 月 生け花同好会 9：00 

26 金 

文書発送 

和田小 PTA・地区合同送別会 

18：00（予定） 

27 土 

和田地区公民館会計監査 

8：30 

フラダンス教室 13：30 

カラオケ同好会 19：30 

各自治会での初総会、次年度へ向けて持続

可能な地域、若者の住みやすい自治会を目指

した話し合いができた思います。 

「自分たちの地域は、自分たちで創る。」お互

い思いやりの心を持ち、笑顔のある住みや

すい地域にできることから取り組みを！ 

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 

特定健診申し込み、忘れずに！ 

令和3年度特定健診の申し込み用紙

が、各家庭に届いていると思います。 

受診を希望される方は 3月 1日(月)

までに申し込みしてください。 

健診を受けて早期発見、早期治療で 

医療費も安くつきます、元気な生活を

送れますよ 
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地域の安心安全を祈り、消防出初式 

１月10日(日)日置市消防出初式が行われま

した。あいにくの雪模様で厳しい寒さの中、

新型コロナの影響で日置市役所本庁中庭で規

模を縮小しての式となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域を見守る、分団員の皆さん 

【団員紹介敬称略】副分団長；福添良広 

部長；榊満博  班長；下園忠征・坂口宏 

団員；堀明人・髙見敬三・出口正悟 

宇治野優平・田中宏和・堀ノ口尚遠 

  表彰式では、県知事 40年勤続表彰を市消防

団長 下園秀志さん、県消防協会 15年勤続表

彰 堀明人さんが受賞されました。 

  消防団では、団員の募集を行っています。 

 地域防災の要、一員としてあなたの力を貸し

てください。 

  火の用心を心がけましょう 

和田地区では、近年建物火災が続いていま

す。火元を離れるときは、ほんの少しの時間

であっても気を付けましょう。  

鬼火焚き開催 

～無病息災・五穀豊穣～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

疫病（新型コロナウイルス）退散の願いも込めて 

  1 月 10 日(日)下和田自治会では、朝

の雪模様の中、青壮年部を中心に孟宗

竹で大きな櫓を組み鬼火焚きの準備を

行いました。鬼火焚きの材料は、青壮

年部「お助け隊」の活動で年末に自治

会内の道路の支障木や各家庭の樹木な

ど伐採したものです。 

今年も無病息災(厄・災難・病気) 

特に、新型コロナの終息と五穀豊穣を

願いながら、午後 5 時に櫓に点火しま

した。 

  

 

 

県地区対抗女子駅伝 
  日置チーム 2位Ｂクラス優勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準優勝「満面の笑み」でゴール 松枝未代選手 

１月 31 日（日）霧島市で県地区対抗

女子駅伝大会が行われ、日置チームは総

合2位に躍進し,Bクラス優勝を飾りまし

た。 

苙岡自治会出身の松枝選手は、アンカ

ーを区間３位と好走し満面の笑みでゴ

ールしました。 

松枝選手は、和田小学校５年生から吹

上地域の市民駅伝大会に出場し吹上中，

樟南高校、鹿児島銀行陸上部に在籍しそ

の間、全国実業団のクイーンズ駅伝や県

女子駅伝 10 回出場、各チームの中堅選

手として頑張ってこられました。 

今大会がラストランの松枝選手は、日

置チームの主将として素晴らしい走り

を見せ、「あっという間の約４キロだっ

たが、一番のレースができた」と新聞の

インタビューに答えていました。 

松枝選手のこれまでの活躍に和田地

区の皆さんは誇りに思い、元気をもらい

ました。ありがとうございました。  

和田小学校応援団作業 
 

 

 

 

 

 

 

 

足場の設置で、法面作業も安全に、 

学校応援団では、小学校の環境整備作

業を年 4 回ほどお手伝いしてもらってい

ます。今回は法面に「らくかる(足場)の

設置」と足場の溝を入れました。急斜面

の作業を安全に行うための配慮です。 

田中城跡遊歩道整備完成 
 

 

 

 

 

 

 

 

遊歩道の竹林もなくなりすっきりと明るくなりました  

  地域を愛する有志の方で組織されたサ

ポーター倶楽部では、田中城跡地の整備

に力を入れています。山頂付近の木々の

伐採や花の苗木を植林しています。今回

の作業でほぼ遊歩道が完成しました。散

歩に良い季節になります。田中城跡頂上

から和田の眺望をお楽しみください。              

（３月の行事予定は、裏面へ） 
 

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/487人 男性/234人 女性/253人 世帯数/272世帯 3.2.1現在 

 

公民館講座受講生募集中 

高齢者学級・女性学級・リズム体操 

園芸教室・カラオケ・生け花・ヨガ・

ハーモニカ教室・フラダンス教室 

新規開設 スマ―トフォン教室 

気になるものがありましたら、体験で

もいいのです。参加してみてください。 

※詳しくは 2/12 発送の募集チラシ

をご覧ください。 


