４月 日、和田公民館主催
の人権視察研修で飯田方面へ
のバス旅に参加しました。参
加者は 名で、満蒙開拓平和
記念館、水引の郷「山都飯田」
、
飯田市美術博物館、川本喜八
郎人形美術館、そして元善光
寺を訪れました。
満蒙開拓平和記念館は、全
国で唯一満蒙開拓に特化した
記念館として、２０１３年に
開館しました。当時の様子を
映像や写真、手紙、資料を見
て説明を受け、入植した開拓
団の苦難や歴史を知ることが
でき、平和の尊さを強く感じ
ました。和田からも入植され
た方がいたことを知ると同時
に、今回ご遺族の方も参加さ
れており、より一層和田の歴
史に新たな思いを馳せること
ができました。
伝統工芸の水引作品の見学
や、絵画の鑑賞、人形劇「三
国志」で使われた川本喜八郎
満蒙開拓団の話を
熱心に聴く参加者

新しい気持ちで

00

和田公民館主事

00

中田 真実

○廃棄本の持帰りについて
和田公民館１階のエレベー
タ出入口の横の本棚に廃棄す
る予定の本があります。ご覧
になって、ほしい本がありま
したら、ご自由にお持ち帰り
ください。
○編集委員募集中！
和田公民館では、住民の皆
様が地域についての理解を深
める参考になるように、
「地域
教材テキスト」を作成中です。
この冊子の編集に携わってみ
たい方は、公民館までお知ら
せください。
○食器回収
９ 月 １ 日（ 日 ） ９ ： ～
： 、和田公民館駐車場で
食器回収を行います。詳しく
はチラシをご覧ください。

たことはありますが、知らな
波田にある西部保健セン
いことばかりです。地区のこ ターから和田地区までの道中
とも学びながら、公民館活動 は、静かでさんさんと日が当
を盛り上げていければと思い たり、穏やかな気持ちになり
ます。
ます。担当することになった
よろしくお願いします。
和田地区のみなさんのことを
まず知ることから始めていき
初めまして
たいと思っています。その中
和田地区
で、皆様の健康のこと、心の
担当保健師
こと、地域のことを考えてい
小林 佳子
けたらいいなと思っておりま
４月から、令和最初の和田 すので、よろしくお願いしま
地区担当保健師となりました す。
小林佳子と申します。

しくあそびました。ひみつき
ちに行ったりしたので、それ
もおもしろかったです。
じかんになったのでおもい
カバンをせおってセンターへ
かえりました。ちょっといね
むりしたいきもちもありまし
たが、がんばってあるきまし
た。ついたときには、もう立っ
ていられ
ないほど
つかれま
し た が、
ついたの
でよかっ
た で す。
また行き
たいです。
あお い
 西原 小３ 平澤 碧衣

11

1,500戸
4,263人
2,071人
2,192人
世帯数
人 口
男
女

（令和元年. 7.1現在）

この度、４月から和田公民
館主事としてお世話になるこ
とになりました。
着任してから３カ月あまり
経ちますが、地区の皆さまに
作品、元善光寺へのお参りと 支えられ、日々を過ごしてお
盛りだくさんの旅となりまし ります。
た。ゆっくりと時間をかけて、 和田地区には農政課にいた
また訪れたいと思える所ばか 際に、何度か田畑の確認に来
りでした。
企画していただきました関
６月３日（月）
、ふれあい
係者の皆さんに心より感謝い
ウォーキングに行きました。
たします。
南和田 窪田 惠子 場所はせいなん公園です。長

いきょりを歩いて疲れました
が、お話をしながらだったの
で、楽しかったです。ついた
ときのうれしさは２ばいい上
でした。
せいなん公園では、クイズ
をときながら、歩いて公園を
１周しました。クイズをとい
てポイントをあつめるのはと
てもたのしかったです。
そのあと、みんなで同じお
べん当をたべました。みんな
でいっしょにたべるおべんと
うは一だんとおいしかったで
す。おべん当をたべたあとも、
ゆうぐにのぼったりしてたの

おいしかったおべんとう

和田の
世帯数・人口
「一度詣れよ」と
言われている元善光寺

12

25

第 344 号
【和田版】

松本市公民館報
③ 2019（令和元）年 7 月 30 日
（火）

町会紹介⑧

31

95

６月 日に「ぼいしん」に
よるファミリーコンサートが、
和田公民館で開かれ、子供か
ら大人までたくさんの方々が、
きれいな歌声に魅了されまし
た。このグループは、それぞ
れのパートだけでなく、伴奏
の楽器もすべて声だけで表現
する６人組のアカペラグルー
プです。会場にいたすべての
人々が息の合った演奏に感心
しつつ、歌のすばらしさにびっ
くりさせられました。いろん
なジャンルの曲を８曲披露し
ていただき、特に「パプリカ」
の曲は、振り付けを交えて、
みんなで歌って盛り上がりま
した。声の出し方講座で笑い
を誘う場面もあり盛りだくさ
んのコンサートとなりました。
会場に来ていた方々に感想
を聞くと、口々に「とてもよ
かった。
」
「感動しました。
」と
おっしゃっていました。
県内だけでなく県
外でも、グループ活動
の場を広げられている
「ぼいしん」さんにこ
れからも注目が集まり
そうです。
 境 大原 陽子

梅雨の最中でお天気も心配
されましたが、 名が参加し
て グループに分かれて、６
月 日、太子堂・南和田方面
へのウォークラリーが行われ
ました。
途中７ケ所のチェックポイ
ントでクイズを解き、３ケ所
の公民館ではスカットボール、
紙コップタワー、輪投げのゲー
ムを楽しみながら約６㎞の道
のりを地図を頼りに頑張って
歩きました。普段車では通ら
ないような道を歩くと、いつ
もは気づかない塚や寺院、川
の流れや季節の田畑の様子に
も目がいき、自然と会話も弾
み、暑さの中時折吹き抜けて
いく風にも後押しされ、合同
お散歩会と称し、楽しみなが
らのゴールになりました。
到着後は健康チェックが
あり、お楽しみのビンゴ大会
は参加者、役員全員が参加し
て大いに盛り上がり、昼食は
健康づくり推進員会の方々が
用意して下さった豚汁とおに
ぎりを美味しく頂き、最後は
ウォークラリーの結果発表で
またひと盛り上がりでした。
参加者の皆様お疲れ様でし

た。そして、準備や当日サポー
トにあたって下さった役員の
皆様ありがとうございました。
下和田 後藤 あさみ



新年を迎えたと思っていた
ら、あっという間に半年が過
ぎてしまいました。
子供のころは、時の流れも
さほど気にすることもなく、
一年が長く感じられましたが、
祖父母が「歳を取ると一年が
早くてねぇ。
」と、よく言って
いたことを思い出し、
「あ～そ
うか。そうなんだ。早いわ～。
」
と、実感できる歳にいつの間
にかなってしまいました。
平成が終わり、
『令和』がス
タートしました。令和はどん
な時代になるのだろうと、い
ろいろな思いがめぐります。
とにかく、天災や人災がない
世の中であって欲しいと思う
今日この頃です。
南和田 窪田 惠子



案内板にクイズのヒントが
（聖徳院）

下和田町会

済んでいて、規約に基づいて
町会運営が行われています。
毎年４月に開催される定期総
会で、事業報告・決算、事業
計画案・予算案、役員などの
承認がされる他、年３回の区
集会では、祭典、新年会、役
員改選などについて話し合い
が行われています。これらの
会議の他、新年会、敬老会、
研修旅行、三九郎などが町会
全体の事業として、お花見な
どが常会ごとの事業として実
施されています。
小さな
町会です
が、毎年
６月に日
帰りで行
われる研
修旅行は
バスの中
から楽し
く盛り上がります。
触れ合いマレットゴルフ大
会は参加者も多く、引き続き
焼き肉会も行われ、和気あい
あいと楽しんで
もらっていま
す。また、和田
地区で実施され
る運動会には進
んで参加し、地
域づくりにも協
力しています。
下和田公民館

下和田町会には、北部常会
と南部常会の２つの常会があ
ります。常会ごとの公民館は
ありませんが、町会の公民館
の他に、公民館的機能も備え
た建物としても利用されてい
る二尊院があります。薬師如
来立像、十一面観音坐像の本
尊二仏を安置することから二
尊院と呼ばれる寺院ですが、
明治７年、廃仏毀釈で廃院さ
れたものの、明治 年再興さ
れました。明治６年から６年
間ほど協和学校として利用さ
れましたが、現在は、下和田
の第２公民館として、小学校
の夏休みのお楽しみ会（スイ
カ割・花火等）
、毎年春に行わ
れる数珠回し、地区住民の親
睦の場などとして利用されて
います。
平成 年 
１月１日 
現在、世帯
数 戸、人
口１９５人
（男１００
人・女 人）
で、和田で最も規模の小さい
町会です。
町会の法人化は平成 年に
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声だけで演奏する
「ぼいしん」の皆さん

数珠回しの様子
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