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和田児童クラブ活動:郷土の歴史に触れたよ 

吹上地域史跡巡り（花田地区）に参加 

 

 

 

 

 

 

 

  “もちひっぱれ”行事のある「小野の田の神」の前で 

２月20日(土)史跡巡り歩こう会に参加しま

した。花田地区内の市来塚・西行石・伊勢神

社・中島常楽院を巡る約 2 時間のコースでし

た。郷土の歴史・史跡に触れた 1日でした。 

小学校西側法面が整備されます 

 

 

 

 

  

 工事に合わせて焼却炉、旧水道タンクも撤去、すっきりと 

相次ぐ台風等の風水害により崩落を繰り返

ていました、地区公民館から小学校の法面が、

災害復旧工事として抜本的な整備を施行中で

す。懸案となっていました旧水道タンク棟、

使用中止の焼却炉も撤去されました。 

なお、整備後には、市により避難所への防災

用備蓄倉庫を設置する予定です。 

第 5 期地区振興計画（R3～5 年度） 

和田地区の目指す地域像 

「持続可能な地域」実現を看板に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新装になった看板「地域の願いを込めて」 

 第 5 期地区振興計画策定委員会で

は、これからの和田の方向を「自然死

を待つ集落でなく」、「持続可能な地域

を目指す方向を選択」し計画づくりを

話し合いました。 

その中で「持続可能な地域を目指すに

は、それなりの思いと行動が必要であ

る」ことを学びました。 

国道沿いの定住促進対策の看板が老

朽化していたため、更新しました。 

看板には、第 5期計画で取り組む 

「空き家・空き地対策」「子育て応援・

和田小学校の PR」「住みやすい 心💛豊

かな地域」の願いを込めてあります。 

地域の目標に向かって、皆さんと共に

取り組んでいきましよう。 

 空き家の問い合わせも増えていま

す。空き家バンク登録にご協力を！！+ 

公民館講座申し込みましたか  

迷ってる方、まずは申し込みましょう。 

生涯学習で新しい自分を発見！ 

【公民館講座】 

   講座名 開講日 

1 リズム体操 5/21 10：00 

2 新・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ教室 5/10 19：00 

 スマートフオン教室開講決まる 

※スマホ教室は、原則第１水曜日 19：00
です。５月のみ第２月曜日になります。 

【自主講座】 

 講座名 開講日 

１ 生け花同好会 4/26 

２ ヨガクラブ 4/6 

３ ハーモニカ教室 4/12 

４ カラオケ同好会 4/10 

5 フラダンス教室 4/24 

6 わだっこサークル 

子育て仲間の交流 

夏祭り・運動会・文化祭

などに参加 

【ソフト事業を活用して開設の講座】 

 講座名 開講日 

1 やさしい園芸教室 6月～ 

※野菜栽培の基礎を学べます。 

【社会教育学級】 

   

高齢者学級 年 8回程度 

女性学級 年 8回程度 

◎参加者を随時募集しています。 
各講座、途中からの参加も大歓迎です。 

詳しくは、地区公民館へお尋ねください。 

4 月の行事予定 

日 曜 行  事 

２ 金 第 1 回地区役員会・総務教養部

会 19：30 

６ 火 和田小学校入学式 10：00 

吹上中学校入学式 13：00 

６ 火 ヨガクラブ 20：00 

８ 木 第 1 回地区運営委員会・消防協

力会総会 19:30 

9 金 文書発送 

10 土 カラオケ同好会 19：30 

12 月 たのしいハーモニカ教室 10：00 

13 火 和田水土里クラブ役員会 19:30 

15 木 地区公民館代議員総会 19:30 

20 火 ヨガクラブ 20：00 

22 木 地区役員・総務教養部・各専門

部長・副部長合同会 19：30 

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 ひまわり館誕生祭 9:00 
ひまわりの苗プレゼント（先着 400名） 

26 月 生け花同好会 9：00 

27 火 和田水土里クラブ総会 19:30 

29 木 祝日；昭和の日 

30 金 和田小学校転入職員歓迎会 

18：30（予定） 
◎東日本大震災から 10年、この間、日本では

様々な災害、コロナ感染拡大と、これまでに

経験しないことが起きています。 

今、あらためて地域の「絆」が問われてい

るように思います。「支え合う」ということ 

「人」という文字を今一度認識を！ 

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 
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コロナなんのその、桜満開・気分ハレバレ 

和田地区グラウンドゴルフ大会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ２月14日(日)に和田地区グラウンドゴルフ 

大会が行われました。当日は、小学校の早

や咲きの桜も満開、久しぶりの校庭での大会

に歓声が沸いていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 位；遠矢さん 優勝；小山田さん 3 位；福満さん 

 成績は次の通りです。(敬称略) 

優 勝；小山田洋（上和田）38打 

準優勝；遠矢幸次 (苙口） 39打 

３ 位；福満六夫 (苙口） 40打 

ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ賞；小山田洋、遠矢幸次、永田耕司、 

下園雄二、下野照男、島田弘志（各 1回） 

最高齢賞；田中市郎（中和田）87歳  

高齢者学級；コロナ生活を学ぶ 

2月 16日（火）高齢者学級閉級式が

行われ、「コロナ過での生活様式につい

て」と題して吹上支所堀愛美保健師に

話をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナは正しく向き合えば怖くないですよ 

自分のコロナ感染症予防対策は間違

っていないかな？再確認の時間‼ 

・換気の仕方（空気の通り道を作ろう） 

・正しいマスクのつけ方（正しく使わ

ないと意味がない） 

・手洗い（せっけんで 10秒もみ洗い後、

流水で 15秒すすぎを 2回繰り返す） 

・心の距離は近づけて 

  ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ（社会的距離）から 

ﾌｨｼﾞｶﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ（身体的距離）へ 

・体を動かそう(心配しすぎて出不精に

なると悪循環になる恐れがあります） 

  高齢者学級に参加しませんか！ 

現在、高齢者学級には、中和田・下

和田の皆さんが参加し楽しく学び・交

流しています。他の自治会の方々も参

加し、充実した生活を送りませんか！ 

女性学級；異文化を学ぶ 

マレーシア料理でおやつ作り 

 2月 12日（金）日置市の国際交流員 

ヌルルフダ ビンティ シャフィィさ

んによるマレーシアの紹介とおやつ作

りを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもも一緒にできる「カヤ・ボール」 

スラマッ・ブルクナラン（初めまして） 

マレーシアの言葉で始まった教室は、

民族がマレー系、中華系、インド系に分

かれていることや名前のつけかた、食べ

物、服装（女性が頭に巻くトゥドゥンや

バジュクルン）などの話をしてもらいま

した。その後、「簡単なおやつ作り」と

して、マレーシアでは有名な『カヤ・ボ

ール』というカステラ生地の中にカヤジ

ャムの入ったおやつをタコ焼き器で作

りました。  カヤジャムは、砂糖、卵、

ココナツミルク、パンダンの葉から作ら

れているそうです。また「カヤ」とはマ

レー語で「豊か」という意味です。 

 女性学級は、どなたでも参加できます。

一緒に学び、仲間の輪を広げましょう！ 

2.28和田水土里クラブ・地区公民館共催 
事故ゼロを目指して 
刈払機・チェーンソー取り扱い学ぶ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  チェーンソーは正しく使うことで安全に 

和田水土里クラブでは、農村景観の維
持保全を図るために、農道や用水路など
の整備作業を行っています。各自治会で
も市道や河川愛護作業などに刈払機やチ
ェーンソーを扱う機会が多いことから、
作業を安全に行うために正しい機具の取
り扱い講習会を開催しました。 

  講話は、振動工具等作業者教育インス
トラクター 恒吉英治さんより、 
「作業は、ムダ・ムラ・ムリをなくし」「決
まりごとを守る」ことで作業の安全確保
を図ることや正しい道具の取り扱いを学
びました。 

  実技では、林業に 50年ほど従事してい
る藤波商会社長 藤波誠さんより 

 杉の丸太を使ってチェーンソーの正しい
使い方を学びました。 

  参加者からは、「間違った使い方をして
いた。こんな機会があつて良かった」「危
ないと分かつているけど実際やっていな
かった」など感想がありました。 

  次年度以降も講習会を開催予定です。
ぜひご参加ください。 

（4 月行事予定は、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/485人 男性/233人 女性/252人 世帯数/272世帯 3.3.1現在 

 


