
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

和田町人口動向 (R3.10.31 現在) 

男:1,170(-1) 女:1,287(-2) 計:2,457（-3） 

世帯数 1,135（-2）  

 

世帯数:1,113 

12 月のおもな行事予定  

日 曜日 行  事 

2 木 学習講座「初めてのスマホ教室」13:30～ 

３ 金 ふれあい会館清掃 11:00～ 

8 水 

保健師の「出張！なんでも健康相談」 

 9:30～11:30 
食べて健康！ミニ講座 
（野菜のおかずの試食限定 10食！） 

10:30～11:00 

8 水 わだつみ塾・音楽講座、閉講式 13:30～ 

14 火 よな GO GO 体操 10:30～、20:00～ 

22 水 門松作り 9:00～ 

23 木 学習講座「しめ縄作り」10:00～ 

24 金 
公民館全館大掃除 9:30～ 

避難訓練も行います 

28 火 

仕事納め  

年末年始休館 

12 月 29 日（水）～1 月 3 日（月） 

   休館中のご利用（公民館・小学校体育館）

については、事前に鍵を借りに来てくだ 

さい。 

  

和田公民館だより 令和３年１２月 

  
:28-8396 FAX:28-8346 
E-mail wadaco@chukai.ne.jp 

 

 

新年のつどい開催について 
今年も「新年のつどい」を下記の通り開催します。 

日時 １月４日（火）11 時～12 時 

場所 和田公民館 2 階 集会室 

会費 1,000 円 

申込 各区自治会長まで 

※詳細は回覧をご覧ください。 

学習講座のご案内「しめ縄作り」 
日 時：12 月 23 日（木）10：00～15：00 

     10:00～12:00 講座 

12:00～15:00 希望者は各自で作業 

場 所：和田公民館 

講 師：１区 米澤 薫 氏 

持ち物：はさみ・持ち帰り用の袋 

   汚れてもよい服装でお出かけください。 

材料代：100 円 

参加希望者は公民館にお申し込みください。 
藁の処理から、しめ縄になるまで一連の作業を行います。 

子ども書き初め教室 
と き：１月 4 日（火） 

9:30～11:30 

ところ：和田公民館 

対 象：小学３年生以上 

指導者：上阪圭子さん 

持ち物：習字道具、出品用半紙 

（各自で用意） 

＊詳細は小学校で配られる案内をご覧ください。     

主催 和田地区青少年育成会 

わだつみ塾のご案内  
第 10 回音楽講座 「みんなで楽しく歌いましょう」 

日 時：12 月 8 日（水）13：30～15：30 

場 所：和田公民館 

講 師：ピアノ講師  鶴木 真理子 氏 

終了後、閉講式を行います。 

商品券、残っていませんか？ 

敬老福祉大会の記念品の商品券の期限は 12 月 31 日です。

まだ使っておられない方は期限までにお使いください。 

和田公民館ホームページ QR コード 

ホームページから最新の情報をご覧いた 

だけます。 

～～公民館祭～～ 

11 月 7 日（日）好天に恵まれ、公民館祭、同時開催

の青空市場、消防団による車両展示を盛大に開催する事

が出来ました。 

 前日準備から片付け、作品当番など、ご協力いただい

た皆さま方、ありがとうございました。 

 

～ わだつみ塾 ～「愉快なパイロット人生」 

11 月 10 日（水）航空自衛隊の元パイロットの松本

眞二氏をお迎えし、第 4 回教養講座を開催しました。 

パイロットの訓練や私生 

活など、ユーモアたっぷり 

のエピソードに、参加者の 

皆さん引き込まれ、ひと時、 

愉快なパイロット気分を味 

わいました。 

おめでとうございます 
米子市共同募金委員会から和田地区共同募金会に感謝状をいた
だきました。また４名の方が米子市社会福祉協議会長から永年
在職団体役員表彰を受けられました。 

 

村井 義行  様 

秋田 真佐子 様 

矢倉  豊  様 

先灘 達也  様 

 

 

 
大掃除ご協力のお願い 

公民館全館大掃除 12 月 24 日（金）9:30～ 

お手伝いしていただける方はご協力よろしくお願いします 

【新刊図書のご案内】 
新しい本が入りました 

「残像に口紅を」 

著：筒井 康隆 

「阿佐ヶ谷姉妹の 

 のほほんふたり暮らし」 

著：阿佐ヶ谷姉妹 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。保健師の林です。 

先月から 3 回にわたり、 “フレイル”にスポットを当ててお話していますが、今回は 2 回目。簡単に

言うと、フレイルとは“健康な状態から要介護状態に移行する中間の段階”のこと。心身の活力（筋力、

認知能力、社会とのつながりなど）が低下した状態です。 

フレイルは日頃の心がけで状態が改善したり、今の状態を維持することが可能な状態なので、この時

期に気づき生活を見直すことが大切だと言われています。 

生活を見直す上で、３つのポイントに注目し、ご自身の生活を見つめていただきたいと思っています。

それは、①栄養（食事・口腔）、②運動、③社会参加です。 

今回は、①栄養（食事・口腔）についてお話しします。 

皆さんやご家族の食事について思い浮かべてください。「食事の準備がめんどうで、毎日同じような

物ばかり食べている」、「食事を抜くことがある」、「最近体重が減ってきた」などに心当たりはありませ

んか？もしかしたら、エネルギーの摂取量やたんぱく質の足りない状態「低栄養」状態になっているか

もしれません 

いろいろな食品を食べることで、栄養状態を良好に保つことができ、フレイル予防につながります。

合言葉は「さあにぎやか（に）いただく！」（下表参照）を意識して、食事をとってみましょう。から

だの機能の維持や筋肉・体 

力の維持には、以下の 10 

の食材のうち、最低でも 

4 つ以上できれば 7 つ以 

上を目指しましょう。ど 

の食材が足りないかが見 

えてきたら、食事に意識 

的に取り入れてみること 

からはじめてみましょう。 

 
 

いつもの“保健師の 出張！なんでも健康相談”にあわせて…同時開催！ 

食べて健康！ミニ講座 
みなさんの食生活に野菜は足りていますか？食べているつもりでも、実は野菜不足かも 

しれません。簡単でおいしく野菜を食べるコツをお伝えします。 

日時：令和 ３年 12 月 ８日（水）10 時 30 分～11 時（３０分） 

野菜のおかず（ねぎと豆苗のツナあえ）の試食もあります!!（限定１０食） 

ぜひご参加ください。 

和田小学校だより 

和田小学校 校長 福田 哲周 

秋口に入り，新型コロナ感染症の新規感染者数が減少してきました。マスク，手洗いなどの通常の

感染対策を行いながら，１学期には中止，延期していたような活動を９月下旬から行うことができる

ようになりました。５年生が「大山登山（散策）」，４年が「自然体験宿泊学習」，３年が「社会科見

学」に出かけました。この３つの校外学習は，例年，崎津小，大篠津小，和田小の３校で一緒に活動

しています。同じ中学校に進学する同級生同士の貴重な体験です。 

５年生 大山登山（散策）（９月） 
大山散策は，９月下旬に行いましたが，この時期はまだ西部地

区にコロナ警報が出ていましたので３校一緒には行きましたが，

３校が交流するような活動はなく，学校ごとにガイドさんを先頭

に，大山寺周辺を散策しました。天候にも恵まれ，ナショナルパ

ークセンターを出発し，大山寺，大神山神社，金門，豪円山など

を巡りました。コースの途中には，大山や日本海を眺望できるよ

うなスポットがあったり，ガイドさんに散策中に見つけた花を説

明してもらったり，約２時間，自然豊かな大山の魅力に触れまし

た。 

４年生 自然体験宿泊学習（１０月） 
４年生は，１０月に大山青年の家で「自然体験宿泊学習」を行

いました。この頃になると，新型コロナ感染症の感染状況が収ま

ってきたので，３校での交流活動を再開しました。体験学習をし

た日は，今年，大山に初冠雪があり肌寒い天候でしたが，赤松の

池でのカヌー体験やフィールドワーク，キャンドルサービスな

ど，子ども達は元気いっぱいに活動をしていました。青年の家で

集団生活をするときのルールやマナーを知り，我慢する経験をし

たり，家族と離れて宿泊する経験を通して，家庭で過ごしている

と感じない家族への感謝を感じたり，インターネットやテレビなどのメディアのない生活を体験した

り，自分たちの生活を振り返る良い機会になりました。 

３年生 スーパーマーケット社会科見学（１０月） 
３年生は，社会科の学習で，”マルイ車尾店”に出かけました。ス

ーパーマーケットで働く人々の様子を見学やインタビューを通し

て，買い物をする人々の願いを踏まえ，売り上げを高める販売の工

夫を知り，私たちの生活を支えている身近な「販売」という仕事に

ついて理解を深める学習です。学習の最後に，家族の人に頼まれた

３００円以内の買い物をする課題がありました。校区にスーパーマ

ーケットもなく，普段１人で買い物をする経験もないことから，こ

の日は，米子城跡に登り，米子の街の様子も見ましたが，ちょっと

した「はじめてのおつかい」になったと思います。 

子育てサークル どれみふぁくらぶ♪ 
☀12 月 10 日（金）10:30～ 

室内遊び（和田公民館） 

材料の都合があるので、 

新しく参加される方は、 

前もって和田公民館 

（28-8396）までご連 

絡ください。 
☀12 月 15 日（水）10:30～ 

室内遊び（弓ヶ浜支援センター） 

あなたのまちの保健師だより 

小地域懇談会 
11 月 16 日、日本赤十字社鳥取県支部か

ら永島菜子さんをお迎えして、小地域懇談

会を開催しました。 

「新型コロナウイル 

スの３つの顔を知ろ 

う！」と題してお話 

していただきました。 

新たな差別について 

見つめるきっかけになりました。 


