
　10月8日（日）気持ちの良い快晴の中、第49回美里あいら体育大会が開催されました！各町内会対抗で２
年越しに行われた大会に、町民の方々の絆と笑顔の交流が印象的でした！ご協力いただいた皆さま、ありがと
うございました。また来年も楽しみましょう！
優勝　神野町内会　準優勝　中央麓地区町内会　第３位　中央東町内会

　８月27日（日）、吾平小学校校門坂においてソー
メン流し大会が行われ、吾平地域内の保護者児童な
ど約200名が参加しました。ソーメン流し大会は、
コミュニティ協議会プロジェクトチームおやじの会
（吾平、鶴峰、下名の各小学校のPTAおやじの会の
メンバーで組織）が中心となり、企画したもので、
竹の切出し作業やリハーサルなど万全な体制で当日
に臨みました。当日は時折雨も降る中での開催とな
りましたが、長さ130ｍ、高低差25ｍに及ぶソー
メン流しに参加した子どもたちは、流れの速いソー
メンを悪戦苦闘しながら食べていました。

　8月24日（木）25日（金）に美里あいらソフト
バレーボール大会が開催されました。
結果 Ａ級の部

優　勝 持田ファイターズ
準優勝 川西中ライオン
第３位 赤野A･中央団地

結果 Ｂ級の部

優　勝 論地
準優勝 希望ヶ丘Ｂ
第３位 川西中トラ・寒水

　班対抗で結
成された 21
チームが、町
内の各体育館
で熱戦を繰り
広げました。

　9月20日（水）吾平振興会館にて第5回の講座
を行いました。今回は「認知症を学び、地域で支え
よう」をテーマに、認知症の方とどう向き合うか、
どのような支援が必要かを学びました。

　新・吾平だより第３弾！少しずつ変化が起きてい
ます。まだ物足りない部分もありますが、温かく見
守って下さいませ。松本

ソーメン流し大会 ソフトバレーボール大会

高齢者大学を開催

編集後記

　9月２日（土）下名東町内会では、豊年祭りが行
われました。中でもドローンによる空撮がスクリー
ンに映し出されると、皆、空から見る故郷の姿に見
入っていました。また、中央麓地区町内会では十五
夜秋祭りが開かれ、相撲などに歓声が上がっていま
した。8月には鶴峰西町内会、中央西町内会、下名
西町内会でも夏祭りが行われ、皆さんが夏の夜を楽
しんでいました。

各町内会で祭り開かれる

↑祭りの前に宮比神社で奉納 中央麓十五夜秋祭り相撲大会
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「ふうん。君が、うがやくんだね」「そうだよ」「僕はタケマロって、いうんだ」
　下名から歩いてきたというタケマロくんは、目を細めて顔をほころばせた。どう見てもボクより 5 つは
年上だな。

「一緒に遊ぼうよ」「いいよ」。こうして下名のタケマロくんと仲良しになった。
　ある日「たまに
は下名においでよ」
とタケマロくんが
誘ったので、遊びに
行くことになった。
もちろんタマちゃ
んには、そう言って
出かけたサ。また
心配するからね。
　タケマロくんの
家から姶良川を挟
んで向かい側には
ちょっとした島が見
えている。

「あの島まで行ってみるかい？」「うん！行こう！」
　島に渡るのは初めてで、すごくワクワクしたサ。島の名前は井神島（いがんじま）。そこには、古いお宮
が祭られていた。

「何の神様？」「この神様はね。う、ふふふ」
「何で笑うの？」「･･･ 裸踊りをしたんだよっ！」タケマロくんは、そう言ってアハアハ笑った。
「でも、ボクのいる飴屋敷の人たちも、酔っぱらうと裸で踊り出すことがあるよ」
「それが男じゃなくて、女の神様なのさっ！」「ぇええっ！！！」
　聴いているボクが恥ずかしくなったヨ。大昔には、そんなことがあったんだね。人を笑わせたり楽しま
せたりすることが好きだったんだろうなァ。タケマロくんも、そんな先祖の血を引いているのかもしれな
いね。
※ 下に、補足説明があるよ！いっしょに読んでネ。

うがやくんの冒険 （３）　吾平今昔物語

　本年度の「くらし部会」の主要事業は「地域認知症対策」です。吾平地域には約 500 人の
認知症の方がおられます。認知症について正しく理解して、地域で支え合う意識を高めるこ
とが大切です。下記に活動報告と、今後の事業案内を記載します。ご確認ください。

８/29 （火） くらし部会員向け　認知症サポーター養成講座 午後 7 時から
９/26（火） 町民向け　　認知症サポーター養成講座 午後 7 時から
10/14（土） 小学生向け　認知症サポーター養成講座 午前 9 時 40 分から
11/19（日） 徘徊者捜索模擬訓練 午前 9 時から

　※ 徘徊者捜索模擬訓練に参加希望の方は、コミュニティ協議会までご連絡ください。
 （事務局 58-6566 担当：有馬）

　吾平地域にコミュニティ協議会が設立されるまでは、平成 22 年 8 月の「吾平地域再生会議」を行い、平
成 24 年 12 月に鹿屋市から「地域コミュニティ協議会モデル地区」に指定され、平成 26 年 7 月に「美里吾
平コミュニティ協議会」が立ち上がるという経緯がありました。
　当協議会の指針は鹿屋市の「鹿屋市共生・協働で進める まちづくり基本方針」です。この基本方針の内容
は自助・互助・公助（前号参照）で、組織で出来ないことを行政が補うという、個人の尊重を重視するキリ
スト教倫理に由来する考えだそうです。
　設立から 3 年を経過した当協議会は上記の基本方針にある姿に近づくために、今年度は「活性化検討委員会」
を立ち上げ、組織や運営方法の見直しを行っております。

コミュニティ協議会専門部会　活動報告　～くらし部会～

コミュニティ協議会って、 なに？ （４）

　こちらの宮比（みやび）神社に祭られているのは
アメノウヅメという女神で、天孫ニニギノミコトの
降臨の時に高天原から一緒に降りてきた神々のひと
り（一柱）です。
　ちなみに、タケマロくんは架空の人物です。
　よしなに。

　前号から、ひっそりと登場しているわ。どうぞヨ
ロシクね！私は日本神話に出てくるタマヨリヒメを
モチーフにしたキャラクターよ。タマヨリヒメは海
神の娘でトヨタマヒメの妹なの。

今昔物語　補足 Hi ! 私、 タマちゃん★ 

ここが宮比神社だよ！

期日 行事予定 場所 問合せ先
11/3 ～ 5 金～日 美里あいら文化祭 振興会館 58-6036 振興会館

11/5 日 美里あいら元気市 吾平中央公園 58-6566 美里吾平コミュニティ協議会
11/12 日 美里あいら農業祭 振興会館周辺 58-7111 総合支所
11/12 日 美里あいら宮下相撲大会 相撲場 58-6036 振興会館
11/19 日 徘徊者捜索模擬訓練 振興会館周辺 58-6566 美里吾平コミュニティ協議会
11/24 金 ほたる号来所 総合支所 43-9380 市立図書館
11/26 日 大隅の食とマルシェの祭典（仮） 旧神野小学校 31-1176 おおすみ観光未来会議
12/19 火 ほたる号来所 総合支所 43-9380 市立図書館

行事予定
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