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姶良校区コミュニティ協議会の動きについて
会長 大浦地 政廣
台風 19 号の大雨による東日本地域の河川堤防崩壊等による被害は、目を覆いたくなる光景で、
被災された皆さんの今後の生活を思うと、胸を締め付けられる思いがしています。
鹿児島では、１０月になっても３０℃を超す日が続きましたが、本協議会の今年度の事業は、皆
様のご協力により、スムーズに運営できており心から感謝申し上げます。
校区敬老会は、当初９月２２日に予定していたところ、台風１７号の影響で１０月６日に延期い
たしましたが、当初参加申し込みのほとんどの方に参加いただきました。
９４歳を越えられている方数名に長寿の秘訣についてお聞きしましたところ、「楽しみがあるか
ら・やることがあるから」という返事がありました。
年だからと言って何もしないのではなく、「自分の楽しみを見つけて、動き回ることが長寿の秘
訣なのかな」と感じました。
まちづくり事業について、見守り隊の皆さんの手旗が統一されたものがないので、「姶良校区コ
ミュニティ協議会の文字をいれて、見守り隊の旗を同一のものにしてはどうか」ということから、
自治会長さんや見守り隊の皆さんの意見をお聞きして、まちづくり事業として申請いたしました。
地球温暖化が進み、社会情勢も安定していない感じもしていますが、くる年は、姶良校区の皆様
には良い年でありますように祈念申し上げます。

青少年育成部の活動
〇

重富海岸干潟体験勉強会
6 月 16 日（土）10 時～12 時
重富海岸海水浴場 参加人員 83 名
・くすのき自然館の講師から、重富海岸の干潟は水生生物が
多く豊かな生態系を形成しており、多くの生き物が人々の
生活に影響を与えているとの説明を受けた。自分たちで生き
物を見つけてその生物の種類の多さにビックリしていまし
た。

〇

和菓子作り教室
１回目 7 月 30 日（火）２回目 8 月 27 日（火）
姶良小学校 参加人員 80 名
・講師の指導の下、練りきり、餡、食紅を用いて和菓子を作
りました。見本は向日葵でしたが、皆さん思い思いの向日葵
を完成させました。また、茶道の先生の指導により抹茶の風
味を楽しみました。

〇

夏の星座教室 8 月 4 日（日）18 時～21 時
スターランド AIRA 参加人員 36 名
・スターランド AIRA において、宇宙に関する解説、プラネタ
リウムによる星座の観賞、天体望遠鏡による月や土星の輪の
観測、夏の星座等の位置確認などの説明を受け宇宙飛行士へ
の夢を膨らませた。
（青少年育成部 小倉 章）

「防犯・交通安全標語」の募集と表彰
姶良校区コミュニティ協議会では、姶良小学校の児童に、日頃、怪しいと感じたり、危ないと感
じた体験をもとに、どのようなことに気を付ければよいかなどの思いを五・七・五の 17 文字程度
で作成した「防犯・交通安全標語」を夏休み期間中に募集したところ、40 点の応募がありました。
審査の結果、次の 4 点を選出し 11 月 10 日の姶良小学校ＰＴＡバザーのおり、体育館ステージで
表彰しました。
（総務部 岩下卓夫）
最優秀賞 4 年 3 組 野田みのりさん

「あいさつで ふしん者ゼロを 目指そうよ」
優秀賞

6年1組

下園由愛さん

「あいらっ子 みんなの目がね 見ているよ」
優秀賞

3年1組

「なれた道
優秀賞

1年4組

平松はすきさん

そこにもきけん ひそんでる」
増田來太朗さん

「手をあげて かならず見よう みぎひだり」
姶良小ＰＴＡバザーへの参加
コミュニティとして２回目の参加。ふれあい活動には昨年の数倍の児童、保護者、おじいちゃん、
おばあちゃん達にも昔の遊びを楽しんでもらいました。昔の遊び（お手玉・めんこ・輪回し・竹馬）
やグラウンド・ゴルフ、魚つり、輪投げ、的あてゲームなどです。

俵原子ども会活動について
育成会長

岡元

理恵

今年度の俵原子ども会は、６年７名、５年８名、４年６名、３年
９名、２年７名、１年７名の会員４４名で活動しています。
４月６日は、第１回子ども会が開催され、新１年生歓迎会と育
成会総会が行われました。新１年生７名を迎え、初めての顔合わ
せとなったわけですが上級生のお兄さん、お姉さんはリーダーシ
ップを発揮して歓迎会の進行や下級生のお世話を積極的に行って
いました。不安そうな１年生も最後は沢山の笑顔が見られ保護者
のみなさんも一安心されたようです。
俵原子ども会の年間行事としては、年４回の子ども会、俵原自
治会運動会、俵原夏祭り、俵原十五夜、俵原敬老会などがあります。この他に親子公園清掃や交通
当番等は年間を通して実施しています。
俵原自治会の特徴としては、若い世代からご年配の方まで幅広い世帯が生活しております。子ど
も会としても自治会と協力しながら自治会行事に参加し、子供達はご年配の方々と楽しくふれあい
つつたくさんの事を学び、また、ご年配の方々は溌剌とした子供達からたくさんの元気をもらって
います。このように自治会と連携を図り、様々な活動を実施するため育成会としては、育成会員全
員で年間行事を分担して全員参加型の運営となっています。
これからも、育成会員一丸となって子供達の成長のため、また、少しでも子供達が楽しめるよう
な運営ができたらと思っています。

令和元年度（第 14 回）姶良校区敬老会・・・盛大に挙行！
姶良校区コミュニティ協議会主催の敬老会が１０月６日
（日）に姶良市高齢者福祉センターで開催されました。校
区敬老会も、今回で１４回目を迎えました。今年の敬老会
も、約１３０名の参加者となりました。９０歳以上の方が
１４名、その中には、９５歳の最高齢者の方もいらっしゃ
いました。敬老会は、初めに、校区コミュニティ協議会の
大浦地会長のあいさつに始まり、ご来賓の姶良市長に続い
て、姶良市社会福祉協議会会長ほかから、心温まるお祝い
のことばをいただきました。式典に続きオープニングセレモニーとして、並木西自治会のみなさん
による太鼓の演奏で始まりました。そして、祝宴の座開きとして、祝儀の舞（琉球舞踊）の披露に
続き、次から次へと繰り出される演技に魅せられながらの美味しい会食で、最高の祝宴となりまし
た。今年は、特に高齢者の「うそ電話詐欺等」被害に遭わない
よう「お笑いコント・オヤットサー」に分かりやすく寸劇を
演じて頂きました。
今年も、多くのみなさんのご協力により、会場は笑いの絶
えない楽しい最高の敬老会となりました。
敬老会のために、ご支援いただきました余興出演者・実行
委員会のみなさん、更には、寄付金等でご協力賜りました企
業・団体の皆様に心よりお礼と感謝を申し上げます。
（福祉文化部 早瀬五男）

健康推進部の活動
健康推進部では、会員の健康支援・健康増進のため、次の活動を実施いたしました。
１ 健康づくり講演会 6 月 20 日（木） 姶良市高齢者福祉センター
講師 鹿児島市米森病院循環器内科 下高原純一先生
演題 循環器内科による生活習慣病＝急性心筋梗塞（胸痛への対処法が分かる）
わかりやすくユーモアを交えてお話しされ、76 名が熱心に聞き入りました。
２ ドッジボール大会 7 月 28 日（日） 姶良小学校体育館
参加チーム７ 約 160 名
優勝 建昌 準優勝 西宮島町 三位 俵原
３ ソフトバレーボール大会
8 月 25 日（日） 姶良小学校体育館
参加申込チーム２（建昌・楠元団地）のため競技は中止
４ ペタンク大会 10 月 17 日（土） 姶良小学校運動場
参加チーム１２ 50 名
優勝 並木東Ａ 準優勝 俵原Ｂ 三位 並木東Ｃ
５ 健康支援グラウンド・ゴルフ大会
10 月 30 日（水） 思川公園
参加チーム３０ 約 160 名
[団体]優勝 西宮島町Ｃ 準優勝 山野Ⅽ 三位 俵原Ａ
[個人]優勝 牧野チヅ（池島Ｂ）準優勝 谷口武紀（俵原Ａ）
三位 牧野 求（池島Ｂ）
[特別賞]最高齢者賞 村田正範（池島Ⅽ 93 歳）
敢闘賞 下原加世子（俵原西）
６ 今後の予定
三世代交流グラウンド・ゴルフ大会 11 月 17 日（日）
第 2 回ウォーキング大会 2 月 22 日（土）予定
（健康推進部 中馬睦夫）

夢を追う山野自治会サロン運営の紹介
山野サロン副会長

森田久美子

山野自治会サロンは、平成１７年４月に発足しました。
発足時は、月２回開催が目標でしたが、現在、月１回の開催
にしております。
永岡会長を中心に１０名のスタッフで企画運営を行ってお
ります。現在の参加者は、高齢化が進んだこともあり月平均
３５名程度です。
自治会からの助成金、社協からの助成金、スタッフの皆さん
の手作りお菓子などの差し入れ等により賄われております。
サロンの内容は、サロン会長の談話、自治会長の自治会の動きの話、防犯の話等や毎回ピアノ伴
奏による合唱、健康体操や講師の話、茶話会の手順になっております。
外に、思川公園での花見会、重富海岸での昼食会やゲーム、鯉のぼり作り、七夕作り、塗り絵、
敬老の日の合唱発表、お誕生日会などを行っております。
今後も、サロンに参加される皆さんが楽しいひとときを過ごされるよう、スタッフ一同も楽しみ
ながら、運営して行こうと思っております。

第４回芸術作品展
回をおって、応募作品も増えてきて、この作品展への関心が高まり、主催者としても喜んでおり
ます。作品の内容も充実してきており審査に際して苦労しました。以下、作品と各自治会から寄せ
られた子ども会活動等の様子を掲示しました。働く女性の家 期間（11/11～11/29） （福祉文化部）

楠元

鬼山作り・鬼火焚き

○ 鬼

山 作 り
令和元年１２月１５日（日）午前９時から開始します。
作業を手伝っていただける方は、直接田んぼ（西楠元団地北側）の方へお越しください。
作業内容は、孟宗竹の運搬・周りに積み上げる子竹の切り出し運搬・組立作業などです。
のこ、なた、鎌などの用具と長靴、軍手でおいでください。
お茶は準備します。有志の方々のご協力をお願いいたします。
○ 鬼 火 焚 き
令和２年１月１１日（土）午後６時 点火の予定です。
校区コミュニティも支援しています。先着２００名様には、豚汁・ぜんざい・振る舞い酒
を用意しています。多くの方々のおいでを待っています。
雨天時は翌日に延期いたします。
記事を募集しています
姶良校区コミュニティでは、年 3 回「コミュニティだより」を発行しています。
校区内の様々な出来事を幅広くお知らせしていきたいと思っています。
「こんなうれしいことがあった」
「こんな素晴
らしいことがあった」また、元気な高齢者の紹介や児童生徒のがんばる姿も伝えていきたいと思っています。
様々な情報をお寄せください。ご一報くだされば係りが取材にお伺いいたします。
みんなで充実した内容の「校区コミュ二ティだより」を作っていきましょう。
連絡先

姶良市西餅田３３１１－１

（姶良市働く女性の家内）
Tel

校区コミュニティ協議会事務局

73－8389（火・木・金）
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73－8395

