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期日 行事予定 場所 問合せ先
11 月　2日 土 第 43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　3日 日 第43回美里あいら文化祭（展示・舞台） 吾平振興会館 吾平振興会館 58-6036
11 月　3日 日 第 9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 10日 日 第 42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 10日 日 第121回美里あいら宮下相撲大会 吾平相撲場 吾平振興会館 58-6036

11 月 10日 日 吾平山上陵物語（ウォーキング大会） 吾平山陵公園 日本遺産登録準備会
（吾平総合支所） 58-7111

11 月 17日 日 第 10回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 24日 日 吾平山上陵の四季を楽しむお茶会 吾平山陵公園 美里吾平コミュニティ協議会 58-6566
11 月 26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
11 月 30日 土 健康寿命を延ばす講演会 吾平振興会館 美里吾平コミュニティ協議会 58-6566
12 月　6日 金 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 58-7111
12 月 18日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 58-7111
12 月 19日 木 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 24日 火 小中学校終業式 各小・中学校 各小・中学校

行事予定

第51回美里あいら体育大会

　今年は 8月から 9月にかけて大雨や台風の影響で、予定されていた様々なイベントが中止を
余儀なくされ、吾平だよりに掲載を予定していた記事もたくさんご紹介できなくなってしまい
ました。これから予定されている様々なイベントは、心待ちにしている人達のためにも、快晴
の中で開催できると良いですね。

編集後記 （赤野）

10月６日（日）、気持ちの良い快晴の中、第 51回美里あいら体育大会が２年ぶりに開催されました！町
内会対抗で行われた大会ですが、競技以上に町民の方々の笑顔の交流が印象的でした！参加・ご協力いただ
いた皆さま、ありがとうございました！
優勝　中央麓地区町内会　　準優勝　中央東町内会　　第３位　神野町内会

祝 ! 優勝!!初 中央麓地区町内会
令和元年 10月６日

市民講座紹介

①【トールペイント】 ②【音楽で楽しく脳トレ】

『芸術の秋』ということで…トールペイント講座を
ご紹介します。トールペイントとは、木・ブリキ・
ガラス・陶器・布などにアクリル絵の具で絵を施す
もので、今年度は16名の方が受講されています。
皆さん細かい作業のひとつひとつを楽しみながら
丁寧に製作されています。手作りの作品は温かみが
感じられ、表札やウェルカムボート等、新築祝いに
も喜ばれること間違いありません。振興会館の正面
玄関にも、季節感たっぷりの作品が展示されており、
来館される皆様のお越しを歓迎していますよ。

毎年大変人気の講座で、今年度も30名の方が受
講されています。季節の歌や懐メロを歌って季節を
感じたり、若かりし頃を思い出したりと毎回楽しそ
うです。歌声が振興会館に響き渡り、来館者も職員
も楽しさを分けていただいています。
脳トレ音楽クイズや簡単な合奏もあり、心も身体

も脳も喜ぶこと間違いなし！
歌うことは、口腔機能の維持や脳の活性化、身体
機能の維持等、良いことずくめのようですよ。



９月18日（水）、高齢者大学によるグラウンドゴ
ルフ大会が吾平屋内ゲートボール場で開催されまし
た。当日は22名が参加し、優勝を目指し熱戦が繰
り広げられました。中には初めてグラウンドゴルフ
をする方もいましたが、チーム内でお互いに教え合
い楽しい雰囲気でプレーしていました。
「東京2020に出いがないごっ、きばらんと！（笑）」
と終始笑いの絶えない大会でした。

農業祭・宮下相撲のお知らせ「芸術・食欲の秋」を楽しみましょう高齢者大学グラウンドゴルフ

９月８日（日）かごしま国体リハーサル大会の自
転車（ロード・レース）競技が鹿屋市役所前をスター
トし、南大隅町までのコースで開催されました。
当日は、全国から参加された選手や応援の皆様へ、
吾平地域生活改善グループによるガネ天ぷらや、紅
はるかの茹で芋などのふるまいが行われました。大
変好評で、準備した50食のおもてなし料理はあっ
という間になくなりました。

吾平の食でおもてなし

10 月 9日（水）、振興会館で「食育シリーズ～
ポリ袋を使った調理法～パッククッキング」が開催
されました。パッククッキングは簡単にできるため、
災害時などにも役に立つ調理法だそうです。
当日は18名が参加し、食育改善推進員の方々に
教わりました。今回は「やきそば」や「さばのカレー
蒸し」「ふくれ」などを調理しました。参加者は「簡
単で美味しくできた」と満足した様子でした。

８月25日（日）、「あいら川まつりinサマー2019」
が、姶良川月見橋上流の河川敷で開催されました。
当日は途中から雨でカヌー体験はできませんでした
が、鮎つかみ取りや降雨体験機、吾平小バザーなど
が実施され、多くの参加者でにぎわいました。

感嘆！おどろき調理法を学ぶ

あいら川かわまちづくりイベント
（夏の部）開催

10月14日（月）、大隅広域公園花の広場で、
日本野鳥の会主催による「サシバの渡りと野
鳥観察会」が開催され、野鳥の会会員の方を
含めて約 50名が参加されていました。サシ
バとはタカ科の絶滅危惧種の渡り鳥です。
大隅半島は、秋に南下するサシバの渡りの
絶好のコースになっており、主催者の方にお聞きしたところ、
特にこの大隅広域公園は 360 度パノラマで、有名な野鳥観察

スポットとのことで、この日
も遠くは熊本から参加されて
いる方がいました。日本中か
ら大隅半島を目指して飛んで
きたサシバは佐多岬に集結し、
南の島々、沖縄を経て、東南
アジアに渡っていくそうです。

10月３日（木）、読書ボランティア「ハッピースマ
イル」によるおはなし会が下名小学校で開かれました。
子どもたちは絵本の読み聞かせに真剣に聞き入った

り、鹿児島弁のことばあそびでは元気に答えていまし
た。また、手品を披露すると驚きの声が上がり、タネ
明かしに夢中になるなど、とても盛り上がっていまし
た。読書の秋に楽しいひとときが過ごせたのではない
でしょうか。

８月22日（木）、23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チームが熱戦を繰り広げま
した。Ａ級は希望ヶ丘Ａ、Ｂ級は川西中トラが優勝
しました。
　　《Ａ級の部》	 　　《Ｂ級の部》　
優　勝　希望ヶ丘Ａ	 優　勝　川西中トラ
準優勝　赤野Ａ	 準優勝　栫上紅葉　
第３位　持田・中央団地	 第３位　栫上若葉、坂下

大隅に秋の到来を告げる渡り鳥が飛来！

おはなしの世界へようこそ♪

美里吾平ソフトバレーボール大会
新任駐在所職員の紹介

　令和元年９月から、小湊巡査部長の
後任として、屋久島警察署より着任さ
れました。
　「福元巡査長共々、吾平地域の安心安
全のために、がんばってまいります。」
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巡査長

感動をありがとう!! がんばった各小中学校の運動会

この秋も吾平地域の各小中学校で運動会（体育大会）が開催されました。吾平中学校が９月 15日（日）に、
吾平小学校、鶴峰小学校、下名小学校が９月 29日（日）に開催され、秋晴れのもと子どもたちは競技、応
援合戦に元気よく一生懸命に取組む姿が見られました。勝敗がつき、悔し涙を流す姿も見られましたが、最
後はみんな笑顔で達成感に満ち溢れていました。

吾平中学校

Ａ級優勝　希望ヶ丘Ａ Ｂ級優勝　川西中トラ

吾平小学校 鶴峰小学校 下名小学校

第43回美里あいら文化祭
【日　時】	11月	２日（土）9：00～18：00（展示）
	 ３日（日）9：00～15：30（展示・舞台）
第9回美里あいら元気市
【日　　時】	11月3日（日）11：30～13：00	
	 ※雨天決行　＊文化祭と同日開催
【場　　所】	吾平振興会館及び吾平中央公園
【お問合せ】吾平振興会館　☎58－6036
文化祭では舞台や数々の作品が展示される他、元

気市では吾平産の食材を使った郷土料理をテーマと
して、各町内会や飲食店が腕を振るった美味しい料
理等を販売いたします。また、商店街の活性化につな
げることを目的に、会場周辺の商店街でお買物がで
きる「お楽しみ抽選」を実施します。皆様のご来場を
心からお待ちしています。

第 42回美里あいら農業祭
【開催日】	 11 月 10日（日）
【場　所】	吾平振興会館及び吾平中央公園
【内　容】	式　　典　	午前　９時～
	 イベント	　午前 10時～
　抽選会、たまごつかみ取りなど盛りだくさんのイ
ベントや、牛肉販売など準備してお待ちしています。
第 121回美里あいら宮下相撲大会
【開催日】	 11 月 10日（日）	午前９時 40分～
	 ＊農業祭と同日開催
【場　所】	吾平相撲場（吾平振興会館前）
【内　容】	 	幼児の部、小学生の部、県下高校招待相撲、

乳幼児健康祈願土俵入り
　乳幼児の土俵入りを希望される方は、吾平振興会
館までお問合せください。　☎ 58－ 6036


