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住所：〒893-1103　鹿屋市吾平町麓 3408-1

電話： 0994-58-6566

期日 行事予定 場所 問合せ先
9 月　2日 月 小中学校始業式 各小中学校 各小・中学校
9月 15日 日 吾平中学校体育大会 吾平中学校 吾平中学校 58-7126
9 月 18日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 58-6036
9 月 18日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 58-7111
9 月 26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
9 月 29日 日 小学校運動会 各小学校 各小学校
10月　4日 金 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 58-7111
10 月　6日 日 美里あいら体育大会 吾平運動場 吾平振興会館 58-6036
10 月 16日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 58-6036
10 月 16日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 58-7111
10 月 20日 日 関西吾平会総会 大阪リバーサイドホテル 吾平総合支所 58-7111
10 月 24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
10 月 27日 日 美里あいら敬老会 吾平振興会館 吾平総合支所 58-7111

行事予定

鵜戸神社にみなが集う 夏の夜の楽しい思い出

美里あいら夏祭り・花火大会

長さ 130 メートルのなが～いソーメン流し

【吾
あ い ら い く

楽暮】は吾平町での
移住体験を主な目的とした
方が宿泊できる住宅です。
［利用料金］2,000 円 /1 日
（１人でも多人数でも同額）
（布団は別途必要）
移住体験者以外でも、吾
平町に関心や愛着がある方であればご利用できます
ので、詳しくは美里吾平コミュニティ協議会にお問
い合わせください。

【コミスポ】は吾平町に
居住する個人・団体、学校、
公共団体等の方々が、会議、
懇親会、趣味の会等を開催
する際に利用できます。
［利用料金］500 円 /1 回
ただし、町内会、子ども
育成会、スポーツ少年団等の公共団体が利用する場
合には利用料が免除されます。

『吾
あ い ら い く

楽暮』・『コミスポあいら』
をご存じですか？

コミュニティ協議会と鹿児島
大学生との連携事業始まる

美里吾平コミュニティ協議会では、外部からの視点
や意見を取り込みながら、吾平地域の課題や地域活
性化に取組むため、鹿児島大学法文学部地域社会コー
スの学生との連携事業を始めました。今年度につい
ては「コミスポ吾平を活かした吾平地域の活性化」を
テーマとし、１回目を６月21日・22日、２回目を８
月11日（日）に意見交換を実施しました。地域住民
と鹿児島大学生は吾平の地域活性化について、活発
に意見やアイデアを出し合いました。今後、どのよう
な形で取り組みにつながっていくか楽しみです。

８月３日（土）、第５回美里あいら伝統芸能祭が鵜戸神社で開催されました。今年は高齢者サロンや子ど
も会が作った七夕飾り、ちょうちんや竹灯篭の明かりが鵜戸神社内を彩り、お祭りの雰囲気一色となりまし
た。また、商店街の出店が境内に立ち並び多くの来場客で賑わいました。
オープニングは会場である鵜戸神社にふさわしく、大隅雅楽同好会による雅楽の演奏でスタートしまし
た。終盤には吾平の郷土芸能の持田棒踊り、そば切り踊り、八月踊りが披露され、最後は総踊り（ハンヤ節、
鹿児島おはら節）で夏の夜を楽しみました。

８月４日（日）、美里あいら夏祭
りが開催され、「頑張ろう吾平、小
さな地域の大きな発進」をテーマ
に、多くの神輿が吾平町商店街に繰
り出し、活気溢れる巡幸となりまし
た。同日午後８時からの花火大会は
約 9,500 人が来場し、これまでにな

い盛り上がりとなり、花火が打ち上がるたびに拍手が沸き起こ
るなど、吾平町の夜空が詰め掛けた観客を魅了しました。

８月 18日（日）、第３回吾平小学校校門坂ソーメン流し大会が行われ、吾平
地域内の児童・保護者など、約 400名が参加しました。これは美里吾平コミュ
ニティ協議会のおやじの会が企画しているも
ので、長さ 130ｍ、高低差 25mに及ぶソー
メン流しを、参加者はおいしそうに食べてい
ました。ソーメン流しのあとは、吾平小ＰＴ
Ａによるかき氷や、クレープの販売もあり、
子どもたちにとっては２度おいしいイベント
となりました。

吾平町上名 7660番地
（スーパーおばま跡）
美里吾平コミュニティ協議会事務局
☎ 0994-58-6566

※�詳細内容の確認及び申込書出力等
は、美里吾平コミュニティ協議会
のホームページからできますの
で、ご利用ください。（電話でのお
問合せも可）

場所

予約

〈位置図〉



７月 23日（火）～ 25日（木）の３日間、吾平
地区の各小学校で『吾平地区生涯学習推進協議会
主催夏休み水泳指導』が行われました。鹿屋体育
大学の学生がボランティアとして参加し、一人ず
つ丁寧に指導した結果、それまで全く泳げなかっ
た生徒が２時間ほどで泳げるようになりました。
参加した生徒は「泳げるようになってとっても嬉
しい」と笑顔で話していました。

７月28日（日）、神野町内会主催の鮎のつかみ
獲り大会が吾平自然公園横の姶良川で開催され、約
500名が参加しました。スタートの合図と同時に
一斉に子どもたちが川の中に入り、元気に逃げ回る
鮎を一生懸命に追いかけていました。会場では、神
野加工グループの皆さんによるおにぎりやそうめん
等の販売もありました。

泳げるようになった！神野の鮎とったど～
８月17日（土）、美里吾平コミュニティ協議会の

プロジェクトチームおやじの会のメンバー９名で、鵜
戸神社前の歩道のコケ除去清掃を行いました。以前
から、児童や通行人が滑って危ないという声を聞いて
おり、今回のボランティアを行うことになりました。
ブラシで歩道をこすると、見違えるようにきれいにな
りました。
商店街の歩道はまだまだコケで汚れている部分が

多いので、これからも定期的に取組んでいく予定です。

７月11日（木）、吾平中学校１年生全員で鵜戸神
社の清掃奉仕を行いました。以前『昭和13年吾平
町大水害』について学んだことがきっかけとなり、
鵜戸神社について学び、奉仕をしようということか
ら昨年から活動しています。
当日は大変蒸し暑い日でしたが、慰霊碑を磨い

たり、落ち葉を掃いたり、階段のコケを丁寧に取
り除いていまし
た。みんな汗びっ
しょりになりな
がら午前中いっ
ぱい神社内を清
掃しました。

鵜戸神社を清掃奉仕

８月10日（土）、吾平山陵周遊活性化実行委員会では、
吾平山陵周辺にある施設をＰＲするため、体験をＳＮ
Ｓに投稿していただける方を募集し「吾

え

平
ら

行
い

こっちゃ」
体験ツアーを実施しました。当日は１７名の募集の方
とご家族を含めて45名の参加者で、ゴーカート乗車や
ぶどう狩りを楽しみ、吾平山上陵を参拝して、吾平名
物「味噌うどん」を食べていただきました。ちなみに
ぶどう狩りの開園は９月上旬までの予定です。

７月13日（土）、吾平地域女性団体連絡協議会
の演芸大会が行われ、34名の出演者が日頃の練習
の成果を発表しました。会場は多くの観客でにぎわ
い、笑いと歓声に包まれたステージとなりました。

吾
え

平
ら

行
い

こっちゃ体験ツアー吾平地域女性団体連絡協議会　演芸大会
７月 29日（月）、吾
平地区の小学生が通う
『美里吾平塾』の 13名
が吾平山上陵について
学習しました。当日は
猛暑でしたが、大きな
樹木に囲まれ、小鳥の
さえずりや清流のせせ
らぎが聞こえる大自然
の中での学習でした。
子どもたちは、案内人
の前村悦子さんの説明
に耳を傾け、夢中でメモを取っていました。『今日
聞いたことを夏休みの宿題にまとめよう』と記録
している子もいました。

６月８日（土）、県内の史跡巡りをしながら親睦を図る同好会「ふ
るさと探訪会」の会員10名が、吾平町内の史跡・遺跡・名所を
巡りました。吾平山上陵、立神公園の奇岩、江戸時代の大隅開発
の先駆者を顕彰した「姶良郷下名人配・永代移者顕彰碑」、芸能
の神様の「宮比神社」、約500年前の肝付氏と島津氏の激戦地に
ある「権現島」、県内唯一の象嵌装大刀が出土した「中尾遺跡」、
神武天皇の后・吾平津姫を祀る「大川内神社」、７代島津元久の
長男が建立した「含粒寺跡」等を巡り、皆様に吾平の良さを実感
していただき、貴重なご意見も賜り、案内人である前コミ協事務
局長の朝倉悦郎さんも充実した１日となったとのことでした。

寺子屋吾平山上陵のことを知ろう「ふるさと探訪会」による
吾平の史跡･遺跡･名所巡り！

吾平山上陵の日本遺産登録に向けて“ 神野 ” 山の学校キャンプ場オープン

７月 20 日（土）、廃校となった神野小学校の校
庭を利用したキャンプ場がオープンしました。充実
した設備よりも、山と清流に囲まれた神野の自然を
感じ、キャンプの原点を感じてもらえるところです。
近くの中岳（吾平富士）の登山と滝巡りのベースと
してもご利用いただけます。また、テントや BBQ
コンロ、ランタン等のレンタルもあります。

【営業期間】
　７月 20日～ 10月 31日までの土・日・祝
　（ただし、夏休み期間中は毎日）
【お問合せ先】〈施設の概要、利用の申込みについて〉
・美里吾平コミュニティ協議会　☎0994-58-6566
・美里吾平コミュニティ協議会ホームページ
・キャンプ場予約サイト「なっぷ」

８月 17日（土）、湯遊ランドあいらで「吾平山上陵物語」が開催されました。このイベントは、初代神
武天皇に繋がる皇室ゆかりの地である地元の吾平山上陵をはじめ、高屋山上陵、可愛山上陵、笠狭宮の日本
遺産登録に向けた取り組みの一つとして企画されました。この日は約 330名の来場者があり、準備した席
はほぼ満席でした。落語家の桂竹千代さんの “天孫降臨 ” をお題とした神話にまつわる落語、高校生ミュー
ジカル「ヒメとヒコ」の男女 10名の高校生による創作ダンス、鹿児島を中心に活動されている神話の歌姫
Yuly さんの「夕日の日照る国」などの歌が披露され、会場はおおいに盛り上がっていました。
地元のこの熱意により、来年の日本遺産登録に向けますます盛り上げていきましょう。

コミ協おやじの会がブラシでごしごし、
ボランティア清掃


