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『健診の開ける扉は、元気の入口』
特定健診受けられましたか？
今年 10 月末現在の特定健診受診状況が発表さ
れました。近年、受診率の低下が見られます。
自治会 対象者
苙 口
瀬 谷
助 代
上和田
中和田
下和田
苙 岡

11
2
7
25
23
28
35

受診者

6
0
5
8
7
14
11

R3.10
R2.10
受診率 受診率
54.55% 54.55%
0%
0%
71.43% 62.50%
32.00% 52.38%
30.43% 19.23%
50.00% 51.85%
31.43% 38.71%

特定健診の受診率向上への取り組みは、高齢
化が進む中で、生活習慣病を原因とする病気の
増加、重病化することによる医療費の増加など
による国保財政の圧迫を防ぎ、国保税の負担軽
減につながることをねらいとして、始められま
した。趣旨をご理解の上、健診にご協力を

これからも受けられますよ
★ 集団検診脱漏
○日時： 11 月 26 日(金)・27 日(土）
○場所：日置市中央公民館（伊集院町）
受付時間；８：００～１０：００
★ 医療機関での個別健診
12 月 24 日(金)まで日置市内の医療機関で
受けられます。あなたの最寄りの病院（かかり
つけ医）でもできます。
事前に予約をして、受診券・保険証を提示して
ください。病気の早期発見で早期治療し、元気
で長生き実現、あなたの財布にも優しく、貴重
な医療費の削減にもなります。
勇気をもって受けましょう。年 1 度、少し
の時間を自分の健康のために使いましょう。
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おひさま運動
はようの声ひびく 思いやり育てる

日置市吹上町和田地区公民館
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ホームページ http://wada.jpn.org/

ひ
さ
ま

ろげよう読書 感動あふれる 学びのまち
わやかな汗 心と体きたえる 健康なまち
もろう決まり みんなでつくる 安全なまち

女性学級;人権について学ぶ
『ＬＧＢＴ（性的少数者）』に理解を
11 月 12 日(金)に人権擁護委員の佐多
秋男さん林美代子さんをお招きし『ＬＧ
ＢＴについて』の理解を深めました。

市防災倉庫設置されました

ひまわり館

年末大感謝祭

12 月 19 日(日)

この程、和田
小学校体育館
入口横に防災
倉庫が設置さ
れました。
非常用備品を収納していきます

やさしいまち

9 時スタート

500 円以上お買い上げの方に粗品進呈
（先着 250 名）
もち米１升 600 円、玉ねぎ・じゃがい
もなど新鮮野菜など格安で販売。
ひまわり館では、出荷者を募集中。
少量でも大歓迎、集荷もいたします。
お問合せ ☎099‐296‐2519

ちょっといい話

「みんな違ってみんないい」 ・・・ですね！

人権週間 12 月 4 日～10 日
人権とは？
・誰もが産まれながらに持っている権利
・人が人らしく生きる権利
・全ての人が幸せになれる権利
ＬＧＢＴとは多様な性の考え方
Ｌ：レズビアン(同性を好きになる女性)
Ｇ：ゲイ(同性を好きになる男性)
Ｂ：ﾊﾞｲｾｸｼｭｱﾙ(異性、同性共に好きになる人)
Ｔ：トランスジェンダー(性同一性障害)
ＬＧＢＴの方は、全人口の約３～10％
の割合になり、生きずらい生活をされて
いる人もいるそうです。県内公立高校 14
校では、ジェンダーレスに配慮した制服
選択制を導入しています。世の中が「一人
じゃないんだ」と思える場所へ‼

先月、地区公民館に「和田地区の史跡
マップ」をいただきたいと伊集院在住の
増田さんが来館されました。
史跡マップは、まだ作成していないので
「故郷探検隊の地図」を差し上げました。
その地図をたよりに上和田・中和田・下
和田を散策されたようです。
このほどお礼状が届き、下記のような
すばらしい詩を寄せてくださいました。

1２月の行事予定
日 曜
行 事
１ 水 和田小持久走大会
２

木 第３回地区運営委員会 19：30

３

金

５
７

和田地区歩き
秋の日差しが おだやかに
吹上和田地区 降りそそぐ
私は一人 歩きます
小学校から 北へ行き
せせらぎ聞いて 落葉踏む
ほのかに香る 金木犀

蕎麦の花咲く 田んぼ見て
るんるん西へと 歩きます
三角屋根の 小学校
消防施設の 赤い塔
堀川沿いの 林みち
城跡横を 南へと

田んぼ広がる その先に
高倉山です どっしりと
田んぼを見つめ 田の神さぁ
平面顔して おじゃります
金峰山の 神様が
足跡残す 民話あり

又も広がる 田んぼです
下和田集落 青い空
金峰山の 雄姿見え
高倉山あり 左側
市境越えて 下の馬場
まっすぐ長い 里の道

文書発送
スマホ教室 19：00
和田小・吹中合同廃品回収
日
朝 8 時までに出してください
火 ヨガクラブ 20：00

13 月 たのしいハーモニカ教室 10：00
文書発送
リズム体操 10：00
19 日 ひまわり館年末大感謝祭 9：00
17 金

21 火 ヨガクラブ 20：00
25 土 フラダンス教室 13：30
28 火

館内すす払い、迎春準備
仕事納め

○11 月は、駅伝、文化祭といつもある行

和田の風景が浮かびます。住んでいる
私たちにはいつもの風景も歩いてみます
と、あらためていい景色なんですね。

事がないと寂しい気がしますね。
早く新型コロナウィルスが終息すること
を祈りましょう。
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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』

日置市吹上町和田地区公民館
電 話 ０９９－２９６－３０３１
ホームページ http://wada.jpn.org/

安心して暮らせる地域を目指して

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/468 人

参加者の一言！

男性/224 人

女性/244 人

世帯数/268 世帯

3.11.1 現在

お誕生おめでとうございます！

見守り活動事業：支え合いマップ作成づくり
普段気づか
ない事もあ
り、色々見え
てきて良か
苙岡自治会の皆さん

った。

自治会長・役員・民生委員さんたちで身近な情報を収集

意外と困って

見守り活動事業の「支え合いマップ作成」づ
くりを市社会福祉協議会・市地域包括支援セ

いる人の中に

ンター職員の指導により行いました。
自治会の気になる方・お宝(お茶飲み・おすそ
分けなど）
・防災(避難等)について聞き取りを
して地図に記入していきます。普段、生活をし
ているなかで近所との繋がりが出来ていた
り、生活スタイルが違って自治会作業でしか
会えない方がいたり、自治会の動きを見える
化して、地域の支え合いに役立つ情報を集め
ていきました。
（10/21・10/27・10/29 開催）
マップ作りのポイント
○気になる人(世帯)は、年齢や世帯を限定し
ません。
○ご近所との関わり合いは、水面下で行われ
るものであり、周りからは見えづらいこと
もあります。
○住民の皆さんが既に知っていることを出し
合うだけで行政からの個人情報を出す必要
はありません。

下和田自治会の皆さん

地区の子育て支援事業として、苙岡の
鵜飼正己さん加奈子さんご夫妻の 9 月に

は見守られる
のを待って
いるひとも
中和田自治会の皆さん

いる。

瀬谷自治会の皆さん

誕生された真奈美ちゃんへ誕生祝い品を
贈呈しました。
すくすく元気に育ってね。

秋季ウォーキング「歩こう会」開催

避難所を開設し
ても、みんな避
難しなくてもい
いと思ってい
る。もっと危機
苙口自治会の皆さん

意識を持ってい
ないといけない
が、被害がない
ので自覚がな
い・・

助代自治会の皆さん

マップの利用方法は
自治会役員会などで、避難経
路やご近所の見守り状況など
の話し合いに活かしてくださ
い。ご近所でのお茶飲み・世間
話・おすそ分けなど一番の見守

上和田自治会の皆さん

り活動なんですね。

頂上で一休み、上和田・中和田が良く見えます！

10 月 24 日(日)今年最初の歩こう会を行
いました。田中城跡に登り下和田を通り
農大を回り、ひまわり館に立ち寄り収穫
祭でお買い物をして帰ってきました。
（12 月の行事予定表は、裏面に）

