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第 3 回地区公民館運営委員会報告 

第 3回地区公民館運営委員会が 12月 2日に

開催されました。今回は、主要行事の反省と

今後の事業などについて協議しました。 

１ 小学校・地区合同秋季大運動会について  

：廣栄次教頭先生・下野覚体育部長 

 ・準備、片付けに地区民の協力があり早く終わ

ったので、会場門、万国旗を元に戻しても

よいのでは。 

 ・感染症対策については、検温器や消毒液を 2

か所に設置し、各自治会でも検温消毒等の

協力があり良かった。 

・ミニマラソン中止の放送を入れた方が良かっ

た。参加者が少なかったので事前に中高

生・一般の方への声掛けや参加しやすい距

離にした方がいいのでは！ 

・紅白リレーの選手紹介ができたら良い。 

チーム編成がもう少しスムーズにできれ

ば。競技前に準備運動をしてもらった方が

良い。 

・地域種目を来年は増やしても良い。 

・自治会プラカードを本部席側に向けたり、色

水の自治会名が放送原稿に書いてあると競

技実況の放送がしやすい。 

・吹上中学校生の国旗掲揚・降納、審判・用

具の係など協力がとてもありがたかった。 

・各競技の年齢枠は、市民運動会を準用して

いる。市民運動会のない年などは参加しや

すいよう緩和しても良いのでは  

 

２ 秋季ウォーキング「歩こう会」に

ついて：坂口美喜代保健福祉部長 

・幼児から 80 代までの 20 名の方が参

加した。田中城跡、農大、ひまわり 

 館、公民館までの約 1.5 時間のコー

スを楽しんみました。 

３ 支え合いマップ作成について 

・先日の作成の時には時間が不足して

一部の方の情報共有しかできなかっ

た。各自治会の役員会等で自治会全

体の情報共有をして頂きたい。 

 具体的な活用方法については、 

1 月 27 日開催の要支援者情報検討委

員会で、社会福祉協議会の指導して

もらいます。 

４ ソフト事業の進捗状況について 

ソフト事業（2,160,000円）は、現在

まで 4割程度の執行額。 

今後は、史跡看板・のぼり旗・環境

整備（市道支障木撤去）などを予定 

 

５  吹上浜沖洋上風力発電計画反対

の趣意書について 

   吹上地域の沖合に風力発電の計画構

想が報道されて 2 年が経とうとしてい

ます。沿岸地域では、業者による説明

会なども開かれているようです。 

計画では、白砂が続く沿岸部から 2.5

キロから 5 キロの間に 102 基の巨大風

車が設置されることになります。 

吹上地域の各地区公民館では、日本三 

大砂丘吹上浜に洋上風力発電が設置される

と景観が損なわれ、発電による低周波の健

康への影響、漁業やウミガメなど生態系へ

の影響などを理由に、反対することを確認

しました。 

６ 各種要望書の提出について 

国道 270 号線農大下付近の自歩道未

整備箇所早期設置を要望 

 

 

 

   自歩道が途中で未整備に、路肩も狭く危険 

国道 270 号線鹿児島県立農業大学校下付

近の自転車歩行者道未整備箇所の早期改修

についての要望書を日置市長、鹿児島地域

振興局長に提出しました。 

この区間は路側帯も狭く大型車両など離合

する際は身の危険を感じるほどです。最近、

重大な人身事故も発生しています。 

近くにひまわり館やコンビニもあります。

買い物に安心して、自転車や歩いて行ける

ようにしてほしいものです。 

 道路植栽帯の剪定も要望 

 ひまわり館前、南さつま市との市境の道

路植栽帯は、樹高も伸び繁茂し景観を損な

っています。専門業者による剪定伐採の早

期実施を要望しました。 

好評！ひまわり館「青空市」 

 1 月 30 日（日）9:00～13:00 
新鮮野菜の特価販売などご期待ください。 

※ひまわり館では出荷者募集中です。 

少量でも大歓迎！集荷もしますよ 

（☎099‐296‐2519） 

 

1 月の行事予定 
日 曜 行  事 

１ 土 ○元旦 

７ 金 スマホ教室 19：00 

９ 日 消防出初式 9：00  日吉町 

分列行進・表彰  

上和田鬼火焚き 

10 月 〇成人の日 

たのしいハーモニカ教室 10：00 

下和田鬼火焚き  

14 金 文書発送 

16 日 下和田自治会健康セミナー8：30 

18 火 ヨガクラブ 20：00 

21 金 リズム体操 10：00 

22 土 フラダンス教室 13：30 

23 日 刈払い機・チエンソー取り扱い 

講習会 9：00 

27 木 要支援者情報（支え合いマップ）

検討会② 19：30 

28 金 文書発送 

※公民館年末年始閉館のお知らせ※ 

地区公民館は 12 月 29 日（水）～令和

４年１月３日（月）まで閉館します。 
 来年は寅年です。 

持続可能な地域、若者が住みやすい、だれ

もが住みやすい地域を「対話」と「挑戦」

で様々な行事、地域づくりに果敢にチャレ

ンジし、飛躍する年に・・・・・ 

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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文化の秋；「和田小秋祭り」 

 

 

 

 

 

 

 

「ひまわり竹太鼓“雷”」を元気に初披露 

 11 月 19 日(金)和田小学校では祖父母学級

や高齢者学級、学校運営委員の方を招いて秋

祭りと読書祭りが行われました。 

体育館では新年度から練習してきた「ひま

わり竹太鼓“雷”」を今年初めて披露するこ

とができました。子供達のアイデア満載の迫

力ある演奏でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

かわいいドングリ・松ぼっくりの置物がいっぱい 

1.2 年生が準備した屋台ではドングリや松

ぼっくりで作った作品を参加された方々が、

児童手作りの賞品券で買い求めていました。 

多目的ホールでは図書委員の発表やＰＴＡ

によるペープサートが披露されました。 

 創作の秋 学級、趣味で、地域で  

女性学級では、今年作成した作品を 

11月の女性学級の際に展示してお互い 

の作品を鑑賞しました。   

 

 

 

 

 

 

 

女性学級ポーセラーツの作品 

 

 「ポーセラーツ」立派な出来栄えに見入ってます 

 

 

 

 

 

 

上和田公民館玄関を飾る菊花:下野勝芳さん作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

川面に映えるイルミネーション:上和田清流会 

 収穫の秋 美味しい秋カボチャ実る 

 

 

 

 

 

 

 大きく実ったカボチャを手に収穫の喜び体験 

園芸教室では 8 月末に植付けしたカボチ

ャを 11月 25日に収穫しました。 

肉厚で重みのある品が沢山できていまし

た。今回は希望者の方のみの参加でした。

来年度は、今年の経験をもとに多くの方が

栽培に挑戦することを期待していました。 

  和田地区では、 

圃場整備を機に 

早期後作の活用に 

 秋カボチャ推進し 

 多くの方が栽培し 

 ていました。 

 最近は、高齢化に 

より栽培する方が   完熟した立派なカボチャ 

いなくなっていました。 

内田先生は「水田は、連作障害もなく、今

年のように雨の少ない気象時は、用水路も

あり水かけも容易にできる。畑より良い作

物ができる。ぜひ、圃場整備された水田を

活用してもらいたい」と話されました。  

中和田自治会、市長と車座対話 

 

 

 

 

 

 

  排水路作業後に館庭で市長を囲んで 

  中和田自治会では、12 月５日に生活

排水路作業を行いました。作業には永

山日置市長も参加され、作業終了後に

市長との車座対話を実施しました。 

  対話では、県河川伐採作業の在り方 

  子ども医療費助成の拡充(南さつま市

みたいに高校生まで無料に) 

  ふるさと納税の仕組み・返礼品につい

て、中和田への移住など地域の方々の

思いや永山市長の考え方、市政の実情

を知る良い機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   自治会玄関前で全員で記念写真撮影 

（裏面に続きます。１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/224人 女性/242人 世帯数/266世帯 3.12.1現在 

 


