
　　和田の二十歳　　和田の二十歳祝祝

令和５年度

旭の20歳を祝う会

健康ウォーキング・ふるさとまつり

⾃治会総会、とんど・フォトコン他
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和⽥駐在所からのお知らせ・⾏事予定
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 成⼈年齢が18歳になった為、令和 成⼈年齢が18歳になった為、令和��

５年度から「旭の⼆⼗歳を祝う会」５年度から「旭の⼆⼗歳を祝う会」��

に名称変更しました。１⽉３⽇に名称変更しました。１⽉３⽇��

（⽕）に⾏われ、和⽥地区では２名（⽕）に⾏われ、和⽥地区では２名��

が成⼈となられました。が成⼈となられました。

祝祝

令和４年度令和４年度

新成⼈新成⼈
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祝祝

令和５年度令和５年度

新成⼈新成⼈

 １２⽉３０⽇（⾦）は、延期され １２⽉３０⽇（⾦）は、延期され��

ていた令和４年度の「旭の新成⼈をていた令和４年度の「旭の新成⼈を��

祝う会」が⾏われました。和⽥地区祝う会」が⾏われました。和⽥地区��

では、５名が成⼈となられました。では、５名が成⼈となられました。

⼤賀⼀輝さん⼤賀⼀輝さん

⽯橋玲央さん⽯橋玲央さん

��      ⼀年越しではありますが、無事に成⼈式を迎える      ⼀年越しではありますが、無事に成⼈式を迎える

 ことが出来ました。まだ成⼈したという実感はありませんが、 ことが出来ました。まだ成⼈したという実感はありませんが、

 他⼈を思いやる気持ちを忘れず⾃分の夢に向かって⼀歩ずつ 他⼈を思いやる気持ちを忘れず⾃分の夢に向かって⼀歩ずつ

進んでいきたいと思います。そしていつかは、⽣まれ育った地元進んでいきたいと思います。そしていつかは、⽣まれ育った地元��

に恩返しができるように頑張ります。に恩返しができるように頑張ります。

地域の皆様のおかげで無事地域の皆様のおかげで無事

成⼈することができました。成⼈することができました。

ありがとうございました。ありがとうございました。

今は、和⽥の郵便局で働いて今は、和⽥の郵便局で働いて��

おります。おります。

しっかり地元に恩返しがしっかり地元に恩返しが

できるように頑張ってできるように頑張って

いきたいと思います。いきたいと思います。

これからもご迷惑をこれからもご迷惑を

おかけすることがあるおかけすることがある

と思いますが、よろしくと思いますが、よろしく

お願いいたします。お願いいたします。



今年誕⽣⽇を迎えて           20歳今年誕⽣⽇を迎えて           20歳 ��

になり来年の4⽉からは       社会⼈としになり来年の4⽉からは       社会⼈とし��

てSEの仕事をしていくことになるので⼊社する会てSEの仕事をしていくことになるので⼊社する会��

社で使⽤する⾔語でまだ取れていない検定を取得で社で使⽤する⾔語でまだ取れていない検定を取得で��

きればなと考えています。20歳になって、専⾨のきればなと考えています。20歳になって、専⾨の��

友達とも居酒屋とか⾏くようになって息抜きが⼤事友達とも居酒屋とか⾏くようになって息抜きが⼤事��

だと考えるようになりました。SEの仕事はストレだと考えるようになりました。SEの仕事はストレ��

スがかかる仕事なのでちゃんと息抜きをして健康でスがかかる仕事なのでちゃんと息抜きをして健康で��

仕事に取り組めたらなと思います。仕事に取り組めたらなと思います。

この度,�⼆⼗歳           とこの度,�⼆⼗歳           と��

いう、⼈⽣の⼤きな       節⽬をいう、⼈⽣の⼤きな       節⽬を��

迎えることができました。迎えることができました。

地元を離れた今でも幼少期の思い出は強く地元を離れた今でも幼少期の思い出は強く��

残っており、時々振り返っては地域の⽅の残っており、時々振り返っては地域の⽅の��

温かさに感謝しております。これからも⼈温かさに感謝しております。これからも⼈��

との関わりを⼤切にし、私も誰かの⽀えにとの関わりを⼤切にし、私も誰かの⽀えに��

なれるような社会⼈を⽬指して⽇々精進しなれるような社会⼈を⽬指して⽇々精進し��

てまいります。てまいります。
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齋藤拓未さん齋藤拓未さん

⻑⼭明恵さん⻑⼭明恵さん

新森共朗さん新森共朗さん

森内敬⼠郎森内敬⼠郎

さんさん

芳川颯さん芳川颯さん

��ここまで育ててくれた両親そして地域の⽅々への感謝の気持ちとここまで育ててくれた両親そして地域の⽅々への感謝の気持ちと��

いうものを忘れないように、⽇々精進していきたいと思います。いうものを忘れないように、⽇々精進していきたいと思います。��

とりあえずは⼤学を卒業してから⾃分の⽬標を叶えて、すぐにでとりあえずは⼤学を卒業してから⾃分の⽬標を叶えて、すぐにで��

も両親に親孝⾏できるように頑張ります。も両親に親孝⾏できるように頑張ります。

��成⼈を迎えて、職に就いている⾃分に成⼈を迎えて、職に就いている⾃分に��

頑張ってここまで来たなと思いました。頑張ってここまで来たなと思いました。��

今は弥栄のアパートを借りて、弥栄今は弥栄のアパートを借りて、弥栄

にある株式会社⼩松ファームで働いにある株式会社⼩松ファームで働い

ています。働いて1年が経ちますがています。働いて1年が経ちますが

まだまだ分からないことだらけで、まだまだ分からないことだらけで、

うまくやっていけるか不安になる事もうまくやっていけるか不安になる事も

ありますが、精⼀杯仕事に取り組んでありますが、精⼀杯仕事に取り組んで

います。また、実家やアパートでも空きいます。また、実家やアパートでも空き��

時間に家庭菜園をしています。時間に家庭菜園をしています。

今後の抱負は仕事でお⾦を貯めていく今後の抱負は仕事でお⾦を貯めていく

のもありますが、とにかく⾞の事故に気のもありますが、とにかく⾞の事故に気��

をつけて⽣活していきたいです。をつけて⽣活していきたいです。

��この度は和⽥地区で⽣まれ育った私たちの成⼈を祝っていただき,この度は和⽥地区で⽣まれ育った私たちの成⼈を祝っていただき, ��

ありがとうございました。今の私たちがあるのは、⼩さな頃からありがとうございました。今の私たちがあるのは、⼩さな頃から

⾒守り育てていただいた地域のみなさまのおかげです。みなさま⾒守り育てていただいた地域のみなさまのおかげです。みなさま

への感謝の気持ちを胸にこれらも私たちそれぞれの道を歩んでいへの感謝の気持ちを胸にこれらも私たちそれぞれの道を歩んでい

きます。きます。



⾒て 歩いて ⾷べて 秋を満喫⾒て 歩いて ⾷べて 秋を満喫

 １１⽉６⽇（⽇）に、健康ウォーキングがありました。今年度は、和⽥健康 １１⽉６⽇（⽇）に、健康ウォーキングがありました。今年度は、和⽥健康

づくりウォーキングマップの“清流コース”を歩きました。⼋⼾川沿いの紅葉づくりウォーキングマップの“清流コース”を歩きました。⼋⼾川沿いの紅葉

を楽しみながら説明を聞き、ゴールは⼾川の有志による⼿作り鮎飯をお⼟産を楽しみながら説明を聞き、ゴールは⼾川の有志による⼿作り鮎飯をお⼟産

に頂きました。秋晴れの中、⾷欲の秋・運動の秋を楽しまれました。に頂きました。秋晴れの中、⾷欲の秋・運動の秋を楽しまれました。
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わの市  あさひふるさとまつりわの市  あさひふるさとまつり

 １１⽉１３⽇（⽇）に、あさひふるさとまつりが⾏われました。コロナ禍のため、３年 １１⽉１３⽇（⽇）に、あさひふるさとまつりが⾏われました。コロナ禍のため、３年��

ぶりの開催となり、わの市も久しぶりの出店となりました。とれたて新鮮野菜や加⼯品もぶりの開催となり、わの市も久しぶりの出店となりました。とれたて新鮮野菜や加⼯品も��

たくさん並び、多くの買い物客が来られ賑わっていました。たくさん並び、多くの買い物客が来られ賑わっていました。



イルミネーション点灯時間
イルミネーション点灯時間��1212 /3∼2/28の間、17時∼20時まで

/3∼2/28の間、17時∼20時まで皆さん,ぜひ⾒に来て下さい(*^▽^*)
皆さん,ぜひ⾒に来て下さい(*^▽^*)

⾳楽会と共にイルミネーション点灯式が⾳楽会と共にイルミネーション点灯式が��

ありました。和⽥地区在住の中学⽣も参ありました。和⽥地区在住の中学⽣も参��

加し、ハンドベルのクリスマス曲の演奏加し、ハンドベルのクリスマス曲の演奏��

も⾏われました。このイルミネーションも⾏われました。このイルミネーション��

は、県内ではまだ３カ所しか使われていは、県内ではまだ３カ所しか使われてい��

ないシステムで、和⽥地区オリジナルのないシステムで、和⽥地区オリジナルの��

デザインになっています♪    デザインになっています♪    
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１２⽉３⽇（⽇）に、おとぎの国主催で、⾳楽会を⾏われま１２⽉３⽇（⽇）に、おとぎの国主催で、⾳楽会を⾏われま��

した。ライブやオープンマイク、持ち込みOKのレコード鑑した。ライブやオープンマイク、持ち込みOKのレコード鑑��

賞もあり、皆さんで⾳楽を楽しまれていました。              賞もあり、皆さんで⾳楽を楽しまれていました。              

和⽥まちセン⾳楽会 和⽥まちセン⾳楽会 

イルミネーション点灯式 イルミネーション点灯式 



レジ購⼊しました！レジ購⼊しました！

シリ
ーズ

！

シリ
ーズ

！
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農村ＲＭＯモデル形成⽀援事業農村ＲＭＯモデル形成⽀援事業

和⽥給油所リニューアルオープン！和⽥給油所リニューアルオープン！

進捗情報進捗情報

 �和の市の出店時、会計処理を迅速にできるよう、レジ �和の市の出店時、会計処理を迅速にできるよう、レジ

スターを購⼊しました。スターを購⼊しました。

桃和会等活動時期が限定された販売等にも、是⾮ご利⽤桃和会等活動時期が限定された販売等にも、是⾮ご利⽤

ください。和⽥無⼈市や、やつおもて野菜市など売り出ください。和⽥無⼈市や、やつおもて野菜市など売り出

し等⾏われる場合にもご利⽤いただけます。し等⾏われる場合にもご利⽤いただけます。

 �和⽥地区の念願であった和⽥給油所が、昨年11⽉1⽇、 �和⽥地区の念願であった和⽥給油所が、昨年11⽉1⽇、

晴れてリニューアルオープンしました。晴れてリニューアルオープンしました。

 給油所存続には和⽥地区まちづくり推進会員会が中⼼ 給油所存続には和⽥地区まちづくり推進会員会が中⼼

となり、JAや浜⽥市に存続を訴え続けた結果、改修事となり、JAや浜⽥市に存続を訴え続けた結果、改修事

業費の3分の2の補助を浜⽥市から受け、再スタートす業費の3分の2の補助を浜⽥市から受け、再スタートす

ることとなりました。ることとなりました。

 リニューアルオープン当⽇は関係者代表による挨拶 リニューアルオープン当⽇は関係者代表による挨拶

・テープカットの後、リニューアルした地下タンクか・テープカットの後、リニューアルした地下タンクか

ら初めての給油が地域住⺠へ注がれました。ら初めての給油が地域住⺠へ注がれました。

 挨拶の中で、「和⽥給油所運営⽀援の会」の岩⾕欣 挨拶の中で、「和⽥給油所運営⽀援の会」の岩⾕欣

吾会⻑から、事業継続に向けた皆さんの協⼒に対するお礼の⾔葉の後、委託経営者で吾会⻑から、事業継続に向けた皆さんの協⼒に対するお礼の⾔葉の後、委託経営者で

ある藤本松壽さんより、「この給油所が地域の宝」と思っていただけるよう、精⼀杯ある藤本松壽さんより、「この給油所が地域の宝」と思っていただけるよう、精⼀杯

頑張っていく旨の決意表明もありました。頑張っていく旨の決意表明もありました。

 農村RMO事業では、「和⽥給油所運営⽀援の会」が作成した、給油所⽀援を表明 農村RMO事業では、「和⽥給油所運営⽀援の会」が作成した、給油所⽀援を表明

するステッカーや、桃太郎旗などへの⽀援を⾏いました。するステッカーや、桃太郎旗などへの⽀援を⾏いました。



 �エゴマ部会では12⽉5⽇・6⽇の2⽇間、⿃取、岡⼭のエゴマ栽培先進地視察研修を⾏ �エゴマ部会では12⽉5⽇・6⽇の2⽇間、⿃取、岡⼭のエゴマ栽培先進地視察研修を⾏

いました。いました。

 1⽇⽬の午前中は⿃取県若桜町のエゴマ⽣産組合の取り組みについて、代表である⼩林 1⽇⽬の午前中は⿃取県若桜町のエゴマ⽣産組合の取り組みについて、代表である⼩林

正樹⽒より説明があり、その後刈取り後の圃場視察も⾏われました。正樹⽒より説明があり、その後刈取り後の圃場視察も⾏われました。

 午後からは岡⼭県へ移動し、岡⼭県美咲町での視察を⾏いました。美咲町は合併前旧旭 午後からは岡⼭県へ移動し、岡⼭県美咲町での視察を⾏いました。美咲町は合併前旧旭

町という町名で、「全国の旭が集うサミット」のご縁で、⻘野⾼陽美咲町⻑が歓迎のご挨町という町名で、「全国の旭が集うサミット」のご縁で、⻘野⾼陽美咲町⻑が歓迎のご挨

拶をされました。視察では美咲農事研究会代表の⼩島通昌⽒から、なるべく⼿間をかけな拶をされました。視察では美咲農事研究会代表の⼩島通昌⽒から、なるべく⼿間をかけな

い栽培法を伝授してもらいました。い栽培法を伝授してもらいました。
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エゴマ先進地視察研修エゴマ先進地視察研修

� � �� � � 2⽇⽬は再度⿃取県へ向い、⿃取県南部町での視察研修を⾏いました。研修では南部町2⽇⽬は再度⿃取県へ向い、⿃取県南部町での視察研修を⾏いました。研修では南部町

エゴマ販売促進協議会の会⻑、板持 弘⽒からの説明に加え、農業改良普及所の普及員エゴマ販売促進協議会の会⻑、板持 弘⽒からの説明に加え、農業改良普及所の普及員

さんからの栽培におけるヒントも出され、充実した研修が⾏われました。さんからの栽培におけるヒントも出され、充実した研修が⾏われました。

 2⽇間で3組織の視察⾏程でしたが、それぞれの地域が実情に合った栽培形態を⾒つけ 2⽇間で3組織の視察⾏程でしたが、それぞれの地域が実情に合った栽培形態を⾒つけ

出し、⾼齢化や後継者不⾜に負けない取り組みが⽬をひきました。今回の視察研修を通出し、⾼齢化や後継者不⾜に負けない取り組みが⽬をひきました。今回の視察研修を通

して、まずは耕作放棄地防⽌などの農地保全を⽬的とし、健康のための栽培を第⼀に、して、まずは耕作放棄地防⽌などの農地保全を⽬的とし、健康のための栽培を第⼀に、

⼿間をかけず、多づくりをせず、皆で協⼒し合い、和⽥地区の地域特産物の⼀つとなれ⼿間をかけず、多づくりをせず、皆で協⼒し合い、和⽥地区の地域特産物の⼀つとなれ

るよう、     少しずつ仲間を増やしていくことが必要だと痛感した視察でした。るよう、     少しずつ仲間を増やしていくことが必要だと痛感した視察でした。

⿃取県若桜町 ↑エゴマ搾り機

岡⼭県美咲町

⻘野⾼陽町⻑

⿃取県南部町



各⾃治会で新年度の役員や各⾃治会で新年度の役員や

事業計画等について事業計画等について

総会が⾏われ、総会が⾏われ、

とんどもとんども

⾏われました。⾏われました。

��

⾃治会総会&とんど⾃治会総会&とんど
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和⽥探検  旭⼩学校和⽥探検  旭⼩学校

 １０⽉２５⽇（⽕）に、旭⼩学校３年⽣ １０⽉２５⽇（⽕）に、旭⼩学校３年⽣��

が和⽥探検に来られました。重富の観⾳滝が和⽥探検に来られました。重富の観⾳滝��

では、柳池斎さんより由来などの説明があでは、柳池斎さんより由来などの説明があ��

りました。その後は、本郷の湯浅啓温先⽣りました。その後は、本郷の湯浅啓温先⽣��

の銅像、ふるさと歴史公園へ移動し、学びの銅像、ふるさと歴史公園へ移動し、学び��

多い和⽥探検をされていました。多い和⽥探検をされていました。

重富 総会

和⽥ とんど
本郷 とんど

スルメ炙り中

⼾川 総会



⾼齢者クラブのお出かけ⾼齢者クラブのお出かけ

 11⽉の紅葉の美しい時期に、和⽥の⾼齢�

者クラブでお出かけをされました。

 和⽥の匠、⻑⼭喜⼀郎さんが彫られた、�

⽯⾒三⾨といわれている⾢南町の⻄蓮寺と�

浄泉寺、⽊⽥の正蓮寺などをまわられまし�

た。

25

9

1��45��

 11⽉にエゴマ部会の皆さんがエゴマの収穫と脱穀作業をされました。草刈り機で刈り取った 11⽉にエゴマ部会の皆さんがエゴマの収穫と脱穀作業をされました。草刈り機で刈り取った��

ものを結束し、⼲して乾燥させたのちは、脱穀機で脱穀作業をされます。ものを結束し、⼲して乾燥させたのちは、脱穀機で脱穀作業をされます。

エゴマ収穫・脱穀作業エゴマ収穫・脱穀作業

エゴマの実

写真提供 渡辺 環さん

⻄蓮寺 浄泉寺 正蓮寺

⻄蓮寺の彫刻



最優秀賞発表！最優秀賞発表！

 ⾒つめるいもうと ⾒つめるいもうと

 まさぴょん  まさぴょん 

 和⽥地区フォトコンテストにご応募下さっ 和⽥地区フォトコンテストにご応募下さっ��

た皆様ありがとうございました。厳正な選考た皆様ありがとうございました。厳正な選考��

の結果、右の作品が選ばれました。 おめでの結果、右の作品が選ばれました。 おめで��

とうございます！！とうございます！！

 賞品として本郷の“椎茸”が送られます♪ 賞品として本郷の“椎茸”が送られます♪

2022年度第３回 2022年度第３回 
和⽥地区フォトコンテスト和⽥地区フォトコンテスト

25

⼾川⼤橋

秋晴れ

今回ご応募いただいた他の作品今回ご応募いただいた他の作品

秋晴れのひなたぼっこ(*^▽^* )

スイートポテト

 

※上段：作品名 下段：ペンネーム※上段：作品名 下段：ペンネーム

10

   第４回フォトコンテストのお知らせ   第４回フォトコンテストのお知らせ

 募集期間 １２⽉１⽇∼２⽉２８⽇ 募集期間 １２⽉１⽇∼２⽉２８⽇

 応募⽅法 info@wadach iku .com(eメール) 応募⽅法 info@wadach iku .com(eメール)

      ⼜は、データを持参      ⼜は、データを持参

  皆様のご応募をお待ちしております♪  皆様のご応募をお待ちしております♪

1���45�



ほおずき

鷹の⽖団

25

兄弟夜練

ひまわり
ある⽇の午後

 まさぴょん 

11

1���

キンモクセイ

 鷹の⽖団 

45��



25

 平素より、和⽥地区まちづくり推進員会のまちづくり推進活動に御理解・御�

協⼒いただきありがとうございます。本年もコロナ感染対策も⾏いながら、出�

来る限り和⽥の地域をよりよくするためのまちづくり活動を進めてまいりたい�

と存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 地域の情報やピーチに掲載したい事等ありましたら事務局へご連絡下さい。

編集後記編集後記

和⽥駐在所からのお知らせ和⽥駐在所からのお知らせ

⾏事予定⾏事予定⾏事予定 （⾏事は変更になる場合があります）

4⽉4⽉
      ９⽇  ⼀⻫清掃（⽸ひろい）

     １６⽇  まちづくり定期総会・⾃主防災会総会

      未定  ラブック号（14：00∼14：30） � 

3⽉3⽉

     ２１⽇  ラブック号（14：00∼14：30）

      未定  ⾏政懇談会・防災学習会

   
2⽉2⽉

1���

12

45��

     １１⽇  旭中学校卒業式

     １４⽇  ラブック号（14：00∼14：30）

     １７⽇  旭⼩学校卒業式 

      未定  まちづくり役員会

いつもより早めに出発するなど、

時間と⼼に余裕をもって運転しましょう！


