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  7月の女性学級 

「かごしまの夜を楽しもう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祭りの 「ハイサイおじさん」発祥は喜界島？・・・ 

7月 9日(金)、女性学級を開催しました。 

和田小学校の廣教頭先生にお話をしてもら

いました。七夕が近かったこともあり、「天の

川銀河」の話と天気がよければ、校庭で天体望

遠鏡を使い星の観測をし夏の夜空を楽しむ予

定でした。雨のため室内でのお話と異文化に学

ぶとして喜界島と吹上の踊りの違いを学びま

した。 

今年も夏祭りが中止のためハイサイおじさ

んを喜界島の振り付けと吹上の振り付けで踊

りました。夏祭りの雰囲気を楽しみました。 

文化祭に向けて作品作りしませんか？  

学級生以外の方の参加も大歓迎 

希望される方は地区公民館まで 

（場所はともに地区公民館です） 

高齢者学級(陶芸) 9月 21日(火)10時より 

女性学級(ポーセラーツ)10月 8日(金)19時半 

申し込み締め切り 9月 6日(月)まで 

水泳大会応援＆学校保健委員会

(救急救命ＡＥＤ講習会)参加 

 

 

 

 

 

さあ 1学期の成果をみてね！ 

７月６日(火)、和田小学校の水泳大会

に保護者・祖父母教室・高齢者学級・

役員のたくさんの学校応援団の皆様が

応援に来てくださいました。 

子供たちは１学期に練習した成果を元

気いっぱい発表していました。 

 

 

  

 

 

 

 

使うことが無いのがいいけど、知っていたら安心 

学校保健委員会では、知っていると

躊躇なくできるように心臓マッサージ

とＡＥＤ講習会を行いました。 

保健福祉部員の方も参加し、もしもの

時に備えられるように熱心に学んでい

ました。 

  ＡＥＤは、和田小学校、地区公民館玄

関に備えてあります。  

「健診の あける扉は 元気の入口」 

国保加入の皆さんへ（40歳～75歳） 

特定健診受診率目標 70％達成を 

 
Ｒ元年 

確定値 

Ｒ2年 

確定値 

Ｒ3．6.30

現在 

苙 口 90.00％ 63.64％ 72.73％ 

瀬 谷 25.00％ 50.00％ 50.00％ 

助 代 87.50％ 62.50％ 62.50％ 

上和田 60.00％ 52.38％ 52.38％ 

中和田 66.67％ 38.46％ 53.85％ 

下和田 85.19％ 59.26％ 59.26％ 

苙 岡 51.72％ 45.16％ 45.16％ 

和田地区 68.03％ 50.78％ 54.68％ 

吹上地域 65.54％ 48.59％ 51.11％ 

日置市 62.90％ 46.38％ 49.36％ 

病院で治療中の方へ 

日置市への情報提供をお願いしてくだ

さい。（詳しくは本庁健康保険課国民健康

保険係又は各支所地域振興課健康保険係

へお問い合わせください） 

吹上地域は下記の日程です。 

受付時間  ８時～１０時まで 

会場；吹上保健センター 

9月 14日(火)・15日（水）・16日（木） 

   17日（金）・18日（土）・19日（日） 

   21日（火）・22日（水） 

和田地区先祖追弔会ご案内 

日時；令和３年８月１６日(月) 

午後１時３０分 

場所；和田地区公民館 大会議室 

講話；法泉寺 住職 櫟重誓 先生 

９月の行事予定 

日 曜 行  事 

３ 金 スマホ教室 19：00 

７ 火 ヨガクラブ 20：00 

10 金 文書発送 

12 日 吹上中学校体育祭 8：40 

和田小学校整備作業 7：30 

13 月 ハーモニカ教室 10：00 

17 金 リズム体操 10：00 

18 土 高齢者学級グラウンドゴルフ 

15：00（雨天時は、ペタンク） 

20 月 〇敬老の日 

21 火 高齢者学級（陶芸）10：00 

ヨガクラブ 20：00 

22 水 運動会準備 14：05 

役員・総務教養部会 19：30 

23 木 ○ 秋分の日 

24 金 文書発送 

25 土 フラダンス教室 13：30 

26 日 和田小・地区合同運動会 

役員集合 8：30 開会式 8：50 

27 月 生け花同好会 9：00 

30 木 文化祭実行委員会① 19：30 

コロナ禍のオリンピック、選手の皆さんのあ

きらめない心・感謝の心に学びたいですね。 

コロナ終息、七夕のお願い通じますように・・ 

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 
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夏の風物詩；「七夕飾り」「ひまわり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区公民館玄関には児童クラブの子どもたち

が作成した七夕が飾られました。 

「コロナの終息」や「みんなの夢が 

かないますように」と思い思いの願 

い事が書かれています。 

各自治会の公民館にも 

七夕飾りで願いを 

  中和田・上和田・下和田自治会のいき 

いきサロンや高齢部では育成会と一緒 

に七夕を作りました。 

色とりどりの飾りが各自治会の公民 

館入口を飾っています。 

苙口自治会では、六月燈と山神祭（苙神様）

の手入れを行いお祀りを行いました。 

和田の各家庭の庭先には、ひまわり館誕生祭

での配布された大きなひまわりの花が咲いて

いるのを目にします。上和田の下野勝芳さん宅

には、４２０㎝超にも成長し、大輪のひまわり

が咲いていました。 

お宝（史跡）発見事業 

  貴重な史跡が続々 
上和田自治会では市道愛護作業終了

後に委員の皆さんで調査をされまし

た。あらためて郷土の歴史を再認識す

る良い機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石碑には宝暦２年（1752年）刻印が（荷付石井関） 

 各自治会の調査結果を報告します。 

 （※新は、今回新たに発見したもの） 

 苙口～苙神 

   山神 

   記念碑（紀元 2600年） 

   苙神鳥居 

   苙口公民館 

 瀬谷～春尾橋架設記念碑、 

馬頭観音 

 助代～馬頭観音 

   道路改修記念碑（2基） 

   助代公民館改修記念碑 

   助代鉱山跡 

   塩水流の井戸 

  

  上和田～水神様２体、 

金峰山さあの足跡、 

田の神像、 

石橋立岩橋、  

夫婦岩 

 中和田～日清・日露戦役従軍記念碑 

 隠れ念仏堂跡 

   田中城跡 

   ※新 排水路記念碑 

   天ケ城跡と陣の丘 

 下和田～日清日露戦役従軍記念碑 

   石敢当 2基 

   水神様 

   神宮橋 

   ナントドンの石 

   ※新 境界を守る石碑 

   境界石碑（田布施村と伊作村境界） 

   ほうそう塚 

   田の神像 

 苙岡～苙岡鉱山跡 

   田の神像 

   家畜観音碑 

   里程標（鹿児島県元標から） 

   鎮守の神 

   野牧（苙）の跡地 

  自治会長さん、有志の皆さんのご協力に

より、たくさんの和田の歴史が再発見で

きました。自宅で先祖代々守ってきた石

碑、何気なく見ていた石碑が貴重な地域

の開発の歴史を示すものがあったり

と・・・他にもありましたらご一報を 

環境美化作業に地域力発揮 

瀬谷自治会作業支援（サポーター倶楽部） 

 

 

 

 

 

 

 

自治会員・サポーターの力で地域をきれいに！ 

７月 11日(日)、サポーター倶楽部では、 

瀬谷自治会の市道庭坂線の草払いの支援

を行いました。瀬谷自治会では、高齢の

方々も体力に応じて作業参加していま

す。サポーター会員も取り組む姿に元気

をもらっていました。 

和田小学校奉仕作業;7月 25日 

 

 

 

 

 

ＰＴＡ・青壮年・地区民の皆さんありがとう！ 

小学校の作業には青壮年を中心に 50名

余の方が参加、瞬く間に学校が綺麗にな

りました。学校を訪れた方々もいつも整

備された学校に感動されています 

   （９月の行事予定は、裏面をご覧ください。） 

 

第 5期地区振興計画（令和３年度～５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/491人 男性/237人 女性/254人 世帯数/275世帯 2.8.1現在 

 


