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文化祭実行委員会開催 
10月 14日（木）に第 1回文化祭実行委員会を

開催いたしました。 

委員会では、先にお願いしましたアンケート

の結果を考慮して今年度の文化祭は中止とするこ

とに決定いたしました。 

 アンケートの結果は次のようになりました。 

 回収率 80.5％  

 
配布数 回収数 回収率 

開催 

する 

開催 

しない 

苙 口 18 18 100％ 77.7％ 11.1％ 

瀬 谷 14 14 100％ 28.5％ 71.4％ 

助 代 14 14 100％ 0％ 100％ 

上和田 49 38 77.5％ 39.4％ 55.2％ 

中和田 34 23 67.6％ 15.0％ 80.0％ 

下和田 47 43 91.4％ 29.2％ 68.2％ 

苙 岡 60 36 60％ 22.8％ 74.2％ 

公民館  4  30.0％ 70.0％ 

合 計 236 190 80.5％ 31.0％ 65.2％ 

 ※公民館は、直接公民館に提出された分です。 

〇開催する  59枚 31.0％ 

（意見あり 28枚 意見なし 31枚） 

〇開催しない 124枚 65.2％ 

（意見あり 59枚うちコロナに関し 44枚） 

 （意見なし 65枚） 

〇記載なし（どちらでも） 7枚 3.68％ 

コロナ禍、今後どのようにコロナと向き合いな

がら自治会や地域行事を運営していくか、地域

の力量、考え方が問われる時代になりそうです。 

アンケートに貴重なご意見ありがとうございま

した。内容を知りたい方は、地区公民館まで 

中和田自治会健康セミナー開催 

 

 

 

 

 

 

 

上半身をまっすぐすることで足も上がります 

  10月 17日(日)に中和田自治会の健康セ

ミナーがありました。 

体力測定と体組成計測定を行いＧＥＮ

ＫＩ企画の中村先生の話を聞きました。 

  人の身体は、前かがみになっていると

足が思うように上がらず、Ｏ脚になって

しまうこともあるようです。 

予防対策として 胸を張り腕を後ろにそ

らし肩甲骨を寄せてあげると上半身が

真っすぐになります。すると足がうまく

上がるようになります。 

かねてから意識してよい姿勢を心がけ

ましょう。 

 中和田自治会では、高齢部の方々を中

心に毎週 1回の筋ちゃん体操（広場）に取り

組んでいます。特に、男性の方々も前向き

に参加されています。コロナ禍で自治会

行事が中止になったり、家にこもること

が多くなっていませんか。地域社会との

かかわりを持つこと、社会参加活動は認知

症の予防に効果があると言われています。

身体にいいこと進んで参加しましょう。 

藤元地区高齢者クラブ「長生会」 

女性学級研修視察に来館 

 

 
 

 

 

 

 
いくつになっても学ぶっていいですね 

10 月 6 日(水)に藤元地区より町田秋隆

公民館長をはじめ 18 名の方が和田地区

を視察に来られました。 

藤元地区の皆さんは、同じ吹上地域内

だけどなかなか和田に行く機会がない

し、ぜひ行ってみたいということで今回

の研修視察を計画されたそうです。 

当日は、山之内館長より地区の概要や

特徴、活動内容など話を聞き地区内の史

跡等を見学しました。 

午後からは、県立農業大学校を見学に

行かれました。皆さん勉強熱心でした。 

  藤元地区の高齢者クラブ「長生会」は、毎

月 1回、地区公民館で活動しています。 

車のない方には、ジャンボタクシーで送 

迎を行い、皆さん楽しみに参加している 

そうです。今回の研修にも 89歳の方も 

参加し、いきいきとしていました。 

   園芸教室よりお知らせ 

  園芸教室で、秋カボチャの栽培に取り

組んでいます。収穫を 11月 25日（木）10

時から開催します。（和田地区公民館集合） 

ひまわり館よりお知らせ 

  日置市特産市開催 

  期日;11月 7日（日）から 

          13日（土）まで 

   牛肉など 3割引きで販売 
  日置市の特産品（牛肉、野菜など）

を 3割引きで販売されます。 期間は、

1 週間ですが割引商品は、数量限定で

す。お早めにお求めください。 
 

11 月の行事予定 

日 曜 行  事 

2 火 ヨガクラブ 20：00 

３ 水 〇文化の日 

5 金 文書発送 
スマートフォン教室 19：00 

8 月 たのしいハーモニカ教室 10：00 

12 金 女性学級 19：30 
「人権（ＬＧＢＴ）について」 

14 日 吹上地域市民駅伝大会 中止 

16 火 ヨガクラブ 20：00 

18 木 秋の花苗配布 13：00 

19 金 文書発送 
リズム体操 10：00 
和田小秋祭り・読書集会 10:15 

21 日 第 29回和田地区文化祭 中止 

22 月 生け花同好会 9：00 

23 火 〇勤労感謝の日 

25 木 園芸教室 10:00 
総務教養部会 19：30 

27 土 フラダンス教室 13：30 

 ◎コロナ禍における地域行事の在り方、地域づく

りの在り方などを考える機会となったアンケート

でした。どうすれば自分たちの地域が良くなるの

か、改めて考える機会にもなったと思います。 

  「知恵だせ、汗出せ、元気出せ」ですね。 

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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スポーツの秋、健康づくり・仲間づくりに 

和田小学校・地区合同秋季大運動会開催 
小学校  白組優勝 

総合優勝 苙口・瀬谷自治会 

第２位    上和田自治会 

第３位    下和田自治会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見事２連覇の苙口・瀬谷自治会 

9月 26日(日) 秋晴れのもと和田小学校・地

区公民館合同秋季大運動会が開催されまし

た。 

  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。自治会テントで検温、地

区外の方には正門・裏門入口 2 か所で検温と

来場名簿に記入していただきました。学校で

は密にならない玉入れやリレーも１ｍのバ

トンを準備するなどの工夫されていました。

幼児から高齢者の方々まで役員、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。 

 

 

 

 

 

開会式：間隔を十分にとって整列          「幼児かけっこ」        白組の自治会応援 

 

 

 

 

 

 

 

「あわてず確実に」手袋で少し感覚が   「ホールインワン」           「ねらいさだめて」 

 

 

 

 

 

 

「なわとび」 一般の方は、全員成功！ 全自治会１位  子どもたちのお手本にと頑張りました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高齢部「宝さがし」 運動会に参加し元気に    児童ダンス「DORAWMON 2021」みんな笑顔の大運動会 

彼岸花満開 

 

 

 

 

 

 

 

稲穂の黄金色に赤のコントラストいいね 

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。 

コスモス、今が見頃です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒れた休耕地を活用して３年目、秋の風物詩に 

苙岡自治会有志の皆さんにより、今年も

国道沿いにコスモスが見頃となっていま

す。花のある風景は、心なごみますね。 

、  （裏面に続きます。11月の行事予定表も） 

 

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/466人 男性/221人 女性/245人 世帯数/266世帯 3.10.1現在 

 


