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　今回は町内会の記事が５つも集まりました。一方で、本紙では斬新な試みでありました「うがやくんの冒険」
が最終回となり、寂しくなりました。作者の松下高明氏には厚くお礼を申し上げます。また、９月末に編集委
員の山下いづみさんが退職されました。これまでの多彩なご活躍に感謝いたします。新しく、コミ協の赤野浩
嘱託職員と振興会館の水町直美事務補助員に編集委員になっていただきました。宜しくお願いします。

編集後記 （朝倉）

期日 行事予定 場所 問合せ先
11 月　3日 土 第42回美里あいら文化祭（展示） 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
11 月　4日 日 第 42回美里あいら文化祭 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
11 月　4日 日 第８回美里あいら元気市 吾平中央公園 美里吾平コミュニティ協議会 ☎ 58-6566
11 月 11日 日 第 41回美里あいら農業祭 吾平振興会館周辺 吾平総合支所 ☎ 58-7111
11 月 11日 日 第120回美里あいら宮下相撲大会 吾平中央公園 吾平振興会館 ☎ 58-6036
11 月 18日 日 第９回かのやローズヒル駅伝大会 霧島ヶ丘公園 吾平振興会館 ☎ 58-6036
11 月 21日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
11 月 21日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
11 月 22日 木 吾平山上陵の魅力を神話や歴史から学ぶ講演会 吾平振興会館 美里吾平コミュニティ協議会 ☎ 58-6566
11 月 25日 日 吾平山上陵の四季を楽しむお茶会 吾平山上陵公園 美里吾平コミュニティ協議会 ☎ 58-6566
11 月 27日 火 移動図書館「ほたる号」来所 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380
12 月　7日 金 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-7111
12 月 19日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
12 月 19日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-6036

行事予定

　8月23日（木）、24日（金）に美里あいらソフトバレーボール大会が、吾平振興会館・下名小学校・鶴峰小
学校体育館で開催されました。毎年、班対抗で開催され、今年は18のチームが熱戦を繰り広げました。Ａ級及
びＢ級ともに希望ヶ丘が優勝というすばらしい成績を収めました。

《Ａ級の部》 《Ｂ級の部》
優　勝 希望ヶ丘Ｂ 優　勝 希望ヶ丘Ａ
準優勝 赤野 準優勝 寺ヶ迫
第 3位 持田ファイターズ・論地 第 3位 池久保・上町、中町、原田、益田

美里あいらソフトバレーボール大会

吾平地域各小中学校体育大会（大運動会）開催される

　この秋も吾平地域の各小中学校で体育大会（大運動会）が開催されました。今年度は吾平中学校体育大会が９
月16日（日）に、鶴峰小学校秋季大運動会が９月23日（日）に開催されましたが、吾平小学校、下名小学校
は９月30日（日）の予定が、台風 24号の接近により、それぞれ10月２日（火）、10月３日（水）開催とな
りました。残暑が続く中で、プログラムの合間に水分補給の時間を設けるなど、熱中症対策をどの学校もされて
いました。そして児童生徒が日頃の練習の成果を十分に発揮し、保護者や地域の皆さんにたくさんの感動を与え
ました。

ひと声添えたあいさつ運動

吾平中学校 吾平小学校 下名小学校鶴峰小学校　 吾平地域道徳教育振興会では、毎学期の最初の週間
を「ひと声添えたあいさつ運動週間」として、地域の
皆さんが横断歩道等で立哨し、登校する子どもたちに、
あいさつにひと声添える運動を展開しています。2学
期も 9月 3 日～ 10 日までの 1週間実施し、地域の
方々が「２学期も頑張ってね」「夏休みは楽しかった？」
など、声をかける姿がありました。

　吾平山上陵は、吾平町民が誇りとし心の支えとする
場所であり、対外的には吾平観光の中心地です。吾平
山上陵の歴史や自然や由緒を学び、さらに多くの人に
も伝えたいと考えています。このことに関心がある人
が時々集まって、堅苦しくない勉強や意見交換をする
「吾平山上陵を学ぶ会」を作ります。参加したい方は、
11月末までに事務局に連絡ください（☎ 58-6566）。

「吾平山上陵を学ぶ会」の会員募集！



　9 月 1日（土）、
第 11回中央麓地
区十五夜秋祭りが
行われました。一
昨年から交流を
行っている鶴峰中
地区の子どもを招
待し、交流を図りました。相撲大会では、約40名
の子どもたちが熱戦を繰り広げました。町内会班対
抗玉入れ合戦では、鶴峰中地区の皆さんも参加され
るなど、楽しいひと時を過ごすことができました。

　第69回鹿児島県図画作品展が行われました。鹿屋市の審査会で入賞し、県へと進ん
だ生徒達の作品が、県審査会においても評価され、多数の生徒が入賞しました。また、
多くの優秀な作品の入賞により、吾平中学校が「優秀学校賞」を受賞しました。
　９月２日（日）には、県歴史資料センター黎明館で表彰式があり、県市議会議長賞に選
ばれた「１年生　中俣れあなさん」と「優秀学校賞　吾平中学校」の表彰が行われました。
【鹿児島県図画作品展】
 県市議会議長会会長賞　１年　中俣 れあな
 特選  １年　榎木田 琳
 入選  ３年  岩切 遥菜  新留 由羅
    阿多 裕喜  中野 祐菜  牧口 みずほ      
  ２年  福元 好誠  上之原 叶梧
  １年  畠中　 怜  上椙 ひより
 優秀学校賞　鹿屋市立吾平中学校

ウガヤくんは15歳になった。もう一人前になる寸前だ。一方、友だちのタケマロ君は18歳。とっくに
大人の仲間入りをしていた。でも、タケマロ君は吾平に残らずに、町に出ることにしたという。
「何をしに行くの、タケマロ君」
「ボクには大きな夢があるんだ」
「�夢？…ああ、だいたい分るよ。タケマロ君の夢って――」
「えへへ、人を笑わせる夢だよ。変な夢だろ？」
「�いや、変じゃないよ。でも修業しなければならないんだね」
「�そうなんだ、向こうに行かないとできない修業なんだ」
「ふうん…。いいなあ、タケマロ君は…」
　ボクも町へ行ってみたいなあ――ウガヤくんはちょっぴり胸を詰まらせた。
　数日後――。
タケマロ君の出発は吾平駅から。両手にいっぱいの荷物は重そうだけど、タケマロ君は希望に満ちた顔
で列車に乗り込んだ。
「じゃあ、行ってくるよ。さようなら、元気でな、ウガヤくん」
「タケマロ君こそ、体に気を付けて、頑張ってね」
列車の窓から顔を出して手を振るタケマロ君の目は、涙で潤んでいた。
「さようなら、たまには帰ってきてね」
「ああ…」
　目をこぶしで拭きながら、タケマロ君の顔は前後に大きく揺れた。ウガヤくんも泣き顔になった。
　列車が見えなくなるまで、ウガヤくんは千切れるほど手を振り続けた。　　　　　　　　　（松下高明）

うがやくんの冒険（最終回）　 吾平今昔物語

　９月19日、吾平振興会館にて第４回の講座が行わ
れました。
　約40名が参加し、まち歩きのプロであるＮＰＯ法
人「かごしま探検の会」の東川隆太郎さんの講演を
聞き、150年前の鹿児島の歴史を学習しました。
　東川さんは、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の裏話
を交えながら明治維新や、日本を近代国家に導いた
偉人達について分かりやすく紹介されました。

　９月２日（日）に湯遊ランドあいらで、約７０名が
参加して「第９回中央東町内会の敬老会」が開催さ
れました。80歳到達者15名（参加６名）には傘寿
賞が贈呈され、その後に多彩なアトラクションや抽選
会があって、楽しく過ごしました。

　８月 25日（土）
に、第20回鶴峰西
町内会夏祭りが開
催され、時おり雨
の降る天気で屋外
と屋内両方を使っ
ての開催にもかか
わらず、地区民な

ど約200名が集まり、踊り、カラオケで楽しみま
した。また、焼き鳥やホルモン焼きなどのバザーも
大盛況でした。 

　第三回地域リーダー育成塾「まちおもいNight」では、昼間に参加
者全員で商店街を歩いて回ってから、3グループに分かれて神野地域、
吾平山陵地域、史跡を見て回り、それぞれの課題や資源について話し
合いました。今後の活動に乞うご期待。

「まちおもいNight」で町歩き

高齢者大学講演会「西郷どんを知る」

第９回中央東町内会の敬老会

鶴峰西地区 第 20 回夏祭り

　９月23日（日）に中央町地区町内会の益田班、
恒例の第 21回「敬老を祝う会」を開催し、20名
が集まり、飲食しながら談話した後に、小中学生４
名がビンゴの番号引きを担当して、全員に賞品が回
るまで賑やかに過ごしました。

　9月14日（金）のMBCニュースで、鶴峰中地区の「高
齢者健康運動サロン」が放映されました。鹿屋体育
大学の垣内真樹教授の指導を受けながら、多くの方
がマットのマスの
上を歩く、「スクエ
アステップ」に取
り組んでいる姿な
どが観られました。

中央町・益田班の敬老を祝う会

鶴峰中の「高齢者健康運動サロン」
がニュース放映‼

第 11 回中央麓地区十五夜秋祭り
　８月19日（日）、第2回吾平小学校校門坂ソーメ
ン流し大会が行われ、吾平地域内の保護者児童など約
400名が参加しました。昨年大好評だったため、引
続き、美里吾平コミュニティ協議会プロジェクトチー
ムおやじの会が企画しました。長さ130ｍ、高低差
25ｍに及ぶソーメン流しは、ソーメン30㎏、めんつ
ゆ35本使用し、時折、トマトやゼリーが流れてくる
など、楽しい夏休みの思い出づくりになりました。

第２回吾平小学校校門坂ソーメン流し大会

第69回鹿児島県図画作品展で吾平中学校が「優秀学校賞」


