
 

　

平成29年度 吾平地域女性演芸大会

 7月1日(土)吾平地域女性演芸大会が湯遊ランドで開催さ
れました。力強い和太鼓で幕が開け、出演者等を含め165名
の来場がありました。凛として艶やかな舞に魅了され、弾み
のあるコミカルな踊りに会場は笑いの渦に！吾平地域女性団
体連絡協議会の福久会長は「若い皆さまが、ご高齢の方と一
緒に足を運んでくださる姿が年々増え、楽しんでくださるこ
とが嬉しい」と大変、喜ばれていました。

 鶴峰中地区町内会では、ぴんぴん体操＆サロンを7年以上
の長きにわたって継続中です。現在、月2回実施していま
す。今季から市の支援より自立を図り、月1回は自主運営を
開始、トレーナー役として6名が大活躍、受講者は25名が登
録しております。参加者追加募集中です。

会験体ーヌカ 川良姶操体ンピンピ気元 峰鶴

ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑでﾛｰﾄﾞﾐﾗｰ清掃を実施

夏休み短期講座「タイルアート教室」神野どろんこ祭

 ７月29日（土）カヌー体験会が月見橋周辺の姶良川で開
催されました。始めに鹿屋市カヌークラブによる講習があ
り、パドルの持ち方、動かし方を習い、早速カヌーに乗りこ
みました。初めはなかなかまっすぐに漕げなかった参加者も
カヌークラブ員の丁寧な指導でパドルの動かし方も上手くな
り、自由に楽しんでいました。また 最後はカヌーポロ（水
上バスケ）で大いに盛り上がっていました。

 ７月30日（日）に吾平自然公園入口の田んぼで、第２回
「どろんこ祭り」が開催されました。神野地区の老若男女が
約40人集まり、炎天下で泥まみれになって３種類の競技を
楽しみ、見物人を飽きさせずに、笑いを提供しました。

 7月26日(水)、振興会館にて『タイルアート教室』
が開催されました。当日は30組の親子が集まり、タイ
ルを使って小物入れ作りを楽しみました。
 参加者は色とりどりのタイルに夢中になり、それぞ
れ個性ある作品をつくりあげていました。

地域に開かれた学校を～「信頼される学校づくり」委員会を開催

 吾平中学校では、学校・家庭・地域が一体となって連携・協力しながら、生徒の健やかな成長を担っていくため、地域に開かれ
た学校づくりをより一層推進する観点から、学校に学校評議員を置くこととしています。また、吾平中学校生徒の日常生活の実態
を正しく理解し、生徒の健全育成を図ることを目的として「吾平中学校教育モニター」制度を設置しています。７月11日（火）に
は、今年度委嘱させていただいた学校評議員と教育モニターの方々に出席いただき、第１回「信頼される学校づくり」委員会を開
催しました。この会では、吾平中学校の学校経営や生徒の実態等について説明し、学校評議員、教育モニターの方々から、様々な
意見・助言をいただきました。今年度の委員等につきましては、下記のとおりです。

 ７月22日（土）に美里吾平コミュニティ協議会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ男性
部会のメンバー15名で、町内のロードミラーの清掃を行いました。
この部会は吾平地域３小学校のおやじの会のメンバー等で構成され
ており、吾平地域のために何か役に立ちたいという目的から今回実
施したものです。当日は、吾平校区内のロードミラーを中心に清掃
を行い、汚れていたロードミラーがとてもきれいになりました。こ
れからも定期的に取り組んでいく予定です。

古代史研究家　松下高明

 飴屋敷ですくすく育ったボクは6歳の頃になると仲間と山や森や川で遊ぶようになった。木の実・山芋・虫を採り、川では魚や
カニを捕えたりするんだ。10歳位になると川でイカダ遊びが始まる。これが何といっても最高だね。何しろ遠くへ行けるんだヨ。
 ある夏の日に仲間5人とようやく仕上げたイカダで海まで行こうと、家の人には内緒で行ってみたんだ。そのワクワク感と言っ
たらなかったサ。姶良川はイカダにはちょうどいいくらいで、時々浅瀬に乗り上げたけれど何とか肝属川に合流したんだ。そこか
らは川幅も広くなってゆったりと下って行った。気持ちよかったなァ。
 そのうちに海が見えてきた。ボクが生まれたと聞いている海辺だヨ。
 ボクは急に、海に帰って行ってしまった本当のお母さんが恋しくなった。べそをかき始めるとみんなもお腹がすいたせいか「お
母さん」と言いながら泣き出した。
「あんたたち黙って勝手にこんな危ないことして！！」
 心配して追って来た仲間のお母さんたちの中で、タマちゃんがぷりぷりして叫んだ。ずいぶん怖い顔をしてたヨ。みんなはそれ
ぞれのお母さんにしがみついたけれど、ボクはタマちゃんにしがみつかなかった。だって本当のお母さんじゃないから。
「今のお母さんは私よ。何でもしてあげてるのに、こんなに心配しているのに・・・」
今度はタマちゃんがぽろぽろ涙をこぼし始めた。
――ああ、ごめんタマちゃん。ボクが悪かった。タマちゃんが本物のお母さんだよ。
ボクは泣きながらタマちゃんにしがみついた。タマちゃんの温かさが伝わって来たヨ。

（注）吾平町は昭和22年、姶良村から町制に移行した時に神武天皇の后「吾平津姫」に因んで名付けられました。吾平町を貫流す
る母なる川「姶良川」は姶良村・姶良郷時代の名称を今に伝えています。

うがやくんの冒険(2)　～吾平今昔物語～

肝属川との合

流点に近い姶

良川だよ！

【教育モニター】

役職 氏名 役職 氏名

鶴峰東町内会長 田原　孝一 民生委員 有馬　春美

鶴峰中町内会長 牧原　正 民生委員 休坂　さよ子

神野町内会長 上之原　昇 民生委員 木浦　香智子

中央東町内会長 坂中　春久 民生委員 加藤　さとみ

中央町町内会長 前田　昭紀 民生委員 今吉　良子

中央西町内会長 坂口　重道 民生委員 田中　すみ子

中央麓町内会長 鎌田　進一 民生委員 田野邉　淳子

下名東町内会長 本村　和明 民生委員 川原　淳子

下名西町内会長 馬渡　弘人 民生委員 中村　涼江

主任児童委員 小出水　悦子 民生委員 坂下　順子

保護司 本九町　悟 民生委員 坂元　登

吾平小学校長 新名主　芳英 民生委員 池久保　ミナ子

鶴峰小学校長 折田　明世 民生委員 吉留　悦子

下名小学校長 下尾　孝幸 民生委員 中塩　広子

【学校評議員】
役職 氏名

道徳教育振興会
地域教育部会長

竹之内　勲

少年補導員 三嶋　晃

肝属地区生活研究
グループ吾平支部長

堀之内　節子

高齢者クラブ会長 加治屋　光次

主任児童委員 坂元　優子
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はじめまして！
私がタマちゃん
です！

　7 月 1 日（土）、吾平地域女性演芸大会が湯遊ランドで
開催されました。力強い和太鼓で幕が開け、出演者等を含
め 165 名の来場がありました。凛として艶やかな舞に魅
了され、弾みのあるコミカルな踊りに会場は笑いの渦に！
吾平地域女性団体連絡協議会の福久会長は「若い皆さま
が、ご高齢の方と一緒に足を運んでくださる姿が年々増え、
楽しんでくださることが嬉しい」と大変、喜ばれていまし
た。

　吾平中学校では、学校・家庭・地域が一体となって連携・協力しながら、生徒の健やかな成長を担っていくため、地域に開
かれた学校づくりをより一層推進する観点から、学校に学校評議員を置くこととしています。また、吾平中学校生徒の日常生
活の実態を正しく理解し、生徒の健全育成を図ることを目的として「吾平中学校教育モニター」制度を設置しています。７月
11 日（火）には、今年度委嘱させていただいた学校評議員と教育モニターの方々に出席いただき、第１回「信頼される学校
づくり」委員会を開催しました。この会では、吾平中学校の学校経営や生徒の実態等について説明し、学校評議員、教育モニター
の方々から、様々な意見・助言をいただきました。今年度の委員等につきましては、下記のとおりです。

　飴屋敷ですくすく育ったボクは 6 歳の頃になると仲間と山や森や川で遊ぶようになった。木の実・山芋・虫を採り、川では
魚やカニを捕えたりするんだ。10 歳位になると川でイカダ遊びが始まる。これが何といっても最高だね。何しろ遠くへ行け
るんだヨ。
　ある夏の日に仲間 5 人とようやく仕上げたイカダで海まで行こうと、家の人には内緒で行ってみたんだ。そのワクワク感と
言ったらなかったサ。姶良川はイカダ下りにはちょうどいいくらいで、時々浅瀬に乗り上げたけれど何とか肝属川に合流した
んだ。そこからは川幅も広くなってゆったりと下って行った。気持ちよかったなァ。　
　そのうちに海が見えてきた。ボクが生まれたと聞いている海辺だヨ。
　ボクは急に、海に帰って行ってしまった本当のお母さんが恋しくなった。べそをかき始めるとみんなもお腹がすいたせいか

「お母さん」と言いながら泣き出した。
「あんたたち黙って勝手にこんな危ないことして！！」
　心配して追って来た仲間のお母さんたちの中で、タマちゃんがぷりぷりして叫んだ。ずいぶん怖い顔をしてたヨ。みんなは
それぞれのお母さんにしがみついたけれど、ボクはタマちゃんにしがみつかなかった。だって本当のお母さんじゃないから。

「今のお母さんは私よ。何でもしてあげてるのに、こんなに心配しているのに・・・」
今度はタマちゃんがぽろぽろ涙をこぼし始めた。
――ああ、ごめんタマちゃん。ボクが悪かった。タマちゃんが本物のお母さんだよ。
ボクは泣きながらタマちゃんにしがみついた。タマちゃんの温かさが伝わって来たヨ。

（注）吾平町は昭和 22 年、姶良村から町制に移行した時に神武天皇の后「吾平津姫」に因んで名付けられました。吾平町を貫
流する母なる川「姶良川」は姶良村・姶良郷時代の名称を今に伝えています。

（注）タマちゃんは、タマヨリヒメの愛称です。前号、参照。

平成 29 年度 吾平地域女性演芸大会

地域に開かれた学校を～ 「信頼される学校づくり」 委員会を開催

うがやくんの冒険 （2）　～吾平今昔物語～

　鶴峰中地区町内会では、ぴんぴん体操＆サロンを 7 年
以上の長きにわたって継続中です。現在、月 2 回実施し
ています。今季から市の支援より自立を図り、月 1 回は
自主運営を開始。トレーナー役として 6 名が大活躍、受
講者 25 名が登録しております。参加者追加募集中です。

鶴峰 元気ピンピン体操

　７月 30 日（日）、吾平自然公園入口の田んぼで第２回
「どろんこ祭り」が開催されました。神野地区の老若男女
が約 40 人集まり、炎天下で泥まみれになって３種類の
競技を楽しみ、見物人を飽きさせず、笑いを提供しまし
た。

神野どろんこ祭

　７月 22 日（土）、美里吾平コミュニティ協議会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾁｰﾑ男性部会のメンバー 15 名で、町内のロードミラーの清
掃を行いました。この部会は吾平地域３小学校のおやじの
会のメンバー等で構成されており、吾平地域のために何か
役に立ちたいという目的から、今回実施したものです。当
日は、吾平校区内のロードミラーを中心に清掃を行い、汚
れていたロードミラーがとてもきれいになりました。これ
からも定期的に取り組んでいく予定です。　

ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑでﾛｰﾄﾞﾐﾗｰ清掃を実施

　７月 29 日（土）、カヌー体験会が月見橋周辺の姶良
川で開催されました。始めに鹿屋市カヌークラブによる
講習があり、パドルの持ち方、動かし方を習い、早速カ
ヌーに乗りこみました。初めはなかなかまっすぐに漕げ
なかった参加者もカヌークラブ員の丁寧な指導でパドル
の動かし方も上手くなり、自由に楽しんでいました。ま
た 最後はカヌーポロ（水上バスケ）で大いに盛り上がっ
ていました。

姶良川 カヌー体験会

　7 月 26 日（水）、振興会館にて『タイルアート教室』
が開催されました。当日は 30 組の親子が集まり、タイ
ルを使って小物入れ作りを楽しみました。
　参加者は色とりどりのタイルに夢中になり、それぞれ
個性ある作品をつくりあげていました。

夏休み短期講座 「タイルアート教室」

【教育モニター】

役職 氏名 役職 氏名

鶴峰東町内会長 田原　孝一 民生委員 有馬　春美

鶴峰中町内会長 牧原　正 民生委員 休坂　さよ子

神野町内会長 上之原　昇 民生委員 木浦　香智子

中央東町内会長 坂中　春久 民生委員 加藤　さとみ

中央町町内会長 前田　昭紀 民生委員 今吉　良子

中央西町内会長 坂口　重道 民生委員 田中　すみ子

中央麓町内会長 鎌田　進一 民生委員 田野邉　淳子

下名東町内会長 本村　和明 民生委員 川原　淳子

下名西町内会長 馬渡　弘人 民生委員 中村　涼江

主任児童委員 小出水　悦子 民生委員 坂下　順子

保護司 本九町　悟 民生委員 坂元　登

吾平小学校長 新名主　芳英 民生委員 池久保　ミナ子

鶴峰小学校長 折田　明世 民生委員 吉留　悦子

下名小学校長 下尾　孝幸 民生委員 中塩　広子

【学校評議員】
役職 氏名

道徳教育振興会
地域教育部会長

竹之内　勲

少年補導員 三嶋　晃

肝属地区生活研究
グループ吾平支部長

堀之内　節子

高齢者クラブ会長 加治屋　光次

主任児童委員 坂元　優子

古代史研究家　松下高明

肝属川との合

流点に近い姶

良川だよ！



　

吾平の行事予定

期日 行事名 開催場所

9月1日
（金）

小中学校
始業式

問合せ先

10月24日
（火）

ほたる号
来所

吾平総合支所 43-9380

9月20日
（水）

行政相談 吾平総合支所 58-7111

9月27日
（水）

ほたる号
来所

吾平総合支所 43-9380

10月8日
（日）

美里あいら
体育大会

都合により変更となる場合がございます。
詳細は「問合せ先」まで、ご連絡下さい。

吾平運動場 58-6036

10月22日
（日）

関西地区
吾平会総会

大阪府 58-7111

10月18日
（水）

行政相談 吾平総合支所 58-7111 期日 行事名 開催場所 問合せ先

10月29日
（日）

美里あいら
敬老会

吾平総合支所 58-7111

　7 月 19 日（水）、吾平振興会館高齢者大学の一日館外
研修が行なわれました。生憎の雨模様でしたが、佐多岬
３１° 線のモニュメント→ホテル佐多岬（昼食）→薩英戦
争砲台跡→諏訪神社→西郷南洲翁宿所などを巡る行程で、
受講生同士の親睦も深まり楽しい研修となりました。

～町（地域）づくりのパイオニア（開拓者）～
　「住んでよし心やすらぐ美里吾平」の町づくりをめざして、吾平コミ協が誕生してから丸３年。
　事務局を中心に奮闘しているところですが、まだ認知度は低いようです。鹿屋市では前例のないコミ協を主体とした町（地
域）づくりへの挑戦は、みんなが力を合わせ試行錯誤しながら、少しずつ未踏の道を切り開いていくしかありません。実に
大変な仕事ですがやり甲斐もあります。それはいつか、子どもや孫たちにとって誇りとなる、「美里吾平物語」となって後世
に伝わって行くかも知れません。「吾平だより」もそんな一端を担えればと願っております・・・
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　中央東町内会では、毎年恒例の「七夕まつり」を７月２
日（日）に開催しました。
　当日は、いろいろな願いを込めて七夕飾りを作成した後
に、そうめん流しを楽しみました。天気にも恵まれ子ども
たちは大喜びでした。

　今回は、総会で決まった専門部会の事業計画について報告します。
本協議会の組織では、役員会、運営委員会の下に、4 つの専門部会（いいまち部会、いきい
き部会、まなび部会、くらし部会）と地域活性化プロジェクトチーム（以下、「プロジェクトチー
ム」という）があります。プロジェクトチームは、全体に関わる事項や部会に属さなかった
り、部会を横断したりする事項を検討しています。以下は、各部会とプロジェクトチームの
活動方針と計画です。

　今回は、鹿屋市が地域コミュニティ協議会を設立する取組みを振り返ってみます。まず、平成 22 年 1 月に
策定された「鹿屋市共生・協働で進めるまちづくり基本方針」から始まりました。その基本指針は以下の通り
です。

【自助】自分でできることは、他人に依存せず自分で行う。
【互助】自分でできないことは、できる人や地域が補って行う。
【公助】それでもできないことを行政が補って行う。
　次に、平成 25 年 3 月に「鹿屋市地域コミュニティ協議会推進計画」が策定されて、以下のように決まりました。
地域と行政の力を合わせて、地域の課題に対応していく新たな仕組みをつくる。誰もが「住んでよかった、住
み続けたい」と実感できる地域づくりのために、様々なテーマ（防犯・防災、高齢者・子育て支援、生活環境、
文化・スポーツ、産業振興等）について活動する。次回は、我が吾平地域での取組みを振り返ります。 

　以下の吾平の行事が台風の影響で中止・延期となりまし
た。
8 月 5 日　伝統芸能祭　中止
　　　　　（もしかしたら秋頃に ･･･ っ！？）
8 月 6 日　吾平夏祭り　延期（8 月 20 日の予定）
　他にも中止・延期となった催しがあるかと思います。
　楽しみにされていた方、心中お察し致します。次こそは
･･･！

高齢者大学 一日館外研修

吾平だより第８２号編集後記

中央東 七夕祭り 「美里吾平コミュニティ協議会」 の専門部会の事業計画

コミュニティ協議会って何？ （２）

吾平の行事予定変更についての報告

↓
前
年
の
様
子

(5)地域活性化プロジェクトチーム
◎チーム内に「女性グループ」「男性グループ」「商店街活性化検
討会」の３つのグループを設け、それぞれの視点から吾平地域活性
化について検討しています。
▲親子で学ぶ吾平史跡めぐりを年２回実施。
▲他の町内会との子ども会交流を促進。
▲吾平地域各地区子ども会育成会長との意見交換会の実施。
▲町内ロードミラー清掃。
▲姶良川河川敷バーベキュー大会の実施。
▲吾平小学校の校門坂ソーメン流し大会の実施。

(1)いいまち部会
◎伊勢神宮と同じ砂
利道用の電動車椅子
を、吾平山陵への導
入に向けて鹿屋市等
と協議を進めます。

▲ふるさと会交流促
進事業として、関東
地区吾平会・関西地
区吾平会との交流。
▲景観づくり推進事
業として、史跡保全
などで町内会との協
働・共生。
▲吾平山上陵の観光
客へのおもてなし対
策実施。
▲今後の地域づくり
活動の参考とするた
め、吾平地域の地域
資源を視察して地域
の魅力を再認識し、
コミュニティ活動の
先進地を視察。

(4)くらし部会
◎本年度から、認知症につ
いて学び、認知症患者を見
守り支える町づくりを目指
します。
▲地域認知症対策事業とし
て、小学校も含めて広く町
内に呼びかけて、認知症勉
強会と徘徊者捜索模擬訓練
の実施。
▲買物支援事業フォロー
アップとして、「走るＡ
コープ」の利用促進に向け
た地域と事業者との連携・
調整。

(3)まなび部会
◎本年度から鵜戸神社で
伝統芸能祭を開催します。
▲吾平の「新成人の集
い」の講演会等実施を支
援。
▲郷土伝統芸能伝承事業
として、そば切り踊りや
八月踊り、棒踊り等の伝
統継承の気運の醸成と子
どもたちへの継承。
▲将来の人材育成につな
げるため、吾平郷中教育
事業として、吾平塾や教
育講演会を開講。

(2)いきいき部会
◎商店街の活性化対策を最重要
課題とします。
▲地域や商店街の活性化のため、
元気市等を開催。
▲吾平の特産品や観光ＰＲを目
的としたパンフレットをリニュ
ーアル。
▲美里吾平郷土料理レシピを募
集して、レシピ本を作製。



　

吾平の行事予定

期日 行事名 開催場所

9月1日
（金）

小中学校
始業式

問合せ先

10月24日
（火）

ほたる号
来所

吾平総合支所 43-9380

9月20日
（水）

行政相談 吾平総合支所 58-7111

9月27日
（水）

ほたる号
来所

吾平総合支所 43-9380

10月8日
（日）

美里あいら
体育大会

都合により変更となる場合がございます。
詳細は「問合せ先」まで、ご連絡下さい。

吾平運動場 58-6036

10月22日
（日）

関西地区
吾平会総会

大阪府 58-7111

10月18日
（水）

行政相談 吾平総合支所 58-7111 期日 行事名 開催場所 問合せ先

10月29日
（日）

美里あいら
敬老会

吾平総合支所 58-7111

　7 月 19 日（水）、吾平振興会館高齢者大学の一日館外
研修が行なわれました。生憎の雨模様でしたが、佐多岬
３１° 線のモニュメント→ホテル佐多岬（昼食）→薩英戦
争砲台跡→諏訪神社→西郷南洲翁宿所などを巡る行程で、
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～町（地域）づくりのパイオニア（開拓者）～
　「住んでよし心やすらぐ美里吾平」の町づくりをめざして、吾平コミ協が誕生してから丸３年。
　事務局を中心に奮闘しているところですが、まだ認知度は低いようです。鹿屋市では前例のないコミ協を主体とした町（地
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大変な仕事ですがやり甲斐もあります。それはいつか、子どもや孫たちにとって誇りとなる、「美里吾平物語」となって後世
に伝わって行くかも知れません。「吾平だより」もそんな一端を担えればと願っております・・・
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　次に、平成 25 年 3 月に「鹿屋市地域コミュニティ協議会推進計画」が策定されて、以下のように決まりました。
地域と行政の力を合わせて、地域の課題に対応していく新たな仕組みをつくる。誰もが「住んでよかった、住
み続けたい」と実感できる地域づくりのために、様々なテーマ（防犯・防災、高齢者・子育て支援、生活環境、
文化・スポーツ、産業振興等）について活動する。次回は、我が吾平地域での取組みを振り返ります。 

　以下の吾平の行事が台風の影響で中止・延期となりまし
た。
8 月 5 日　伝統芸能祭　中止
　　　　　（もしかしたら秋頃に ･･･ っ！？）
8 月 6 日　吾平夏祭り　延期（8 月 20 日の予定）
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◎チーム内に「女性グループ」「男性グループ」「商店街活性化検
討会」の３つのグループを設け、それぞれの視点から吾平地域活性
化について検討しています。
▲親子で学ぶ吾平史跡めぐりを年２回実施。
▲他の町内会との子ども会交流を促進。
▲吾平地域各地区子ども会育成会長との意見交換会の実施。
▲町内ロードミラー清掃。
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▲景観づくり推進事
業として、史跡保全
などで町内会との協
働・共生。
▲吾平山上陵の観光
客へのおもてなし対
策実施。
▲今後の地域づくり
活動の参考とするた
め、吾平地域の地域
資源を視察して地域
の魅力を再認識し、
コミュニティ活動の
先進地を視察。

(4)くらし部会
◎本年度から、認知症につ
いて学び、認知症患者を見
守り支える町づくりを目指
します。
▲地域認知症対策事業とし
て、小学校も含めて広く町
内に呼びかけて、認知症勉
強会と徘徊者捜索模擬訓練
の実施。
▲買物支援事業フォロー
アップとして、「走るＡ
コープ」の利用促進に向け
た地域と事業者との連携・
調整。

(3)まなび部会
◎本年度から鵜戸神社で
伝統芸能祭を開催します。
▲吾平の「新成人の集
い」の講演会等実施を支
援。
▲郷土伝統芸能伝承事業
として、そば切り踊りや
八月踊り、棒踊り等の伝
統継承の気運の醸成と子
どもたちへの継承。
▲将来の人材育成につな
げるため、吾平郷中教育
事業として、吾平塾や教
育講演会を開講。

(2)いきいき部会
◎商店街の活性化対策を最重要
課題とします。
▲地域や商店街の活性化のため、
元気市等を開催。
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平成29年度 吾平地域女性演芸大会

 7月1日(土)吾平地域女性演芸大会が湯遊ランドで開催さ
れました。力強い和太鼓で幕が開け、出演者等を含め165名
の来場がありました。凛として艶やかな舞に魅了され、弾み
のあるコミカルな踊りに会場は笑いの渦に！吾平地域女性団
体連絡協議会の福久会長は「若い皆さまが、ご高齢の方と一
緒に足を運んでくださる姿が年々増え、楽しんでくださるこ
とが嬉しい」と大変、喜ばれていました。

 鶴峰中地区町内会では、ぴんぴん体操＆サロンを7年以上
の長きにわたって継続中です。現在、月2回実施していま
す。今季から市の支援より自立を図り、月1回は自主運営を
開始、トレーナー役として6名が大活躍、受講者は25名が登
録しております。参加者追加募集中です。

会験体ーヌカ 川良姶操体ンピンピ気元 峰鶴

ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑでﾛｰﾄﾞﾐﾗｰ清掃を実施

夏休み短期講座「タイルアート教室」神野どろんこ祭

 ７月29日（土）カヌー体験会が月見橋周辺の姶良川で開
催されました。始めに鹿屋市カヌークラブによる講習があ
り、パドルの持ち方、動かし方を習い、早速カヌーに乗りこ
みました。初めはなかなかまっすぐに漕げなかった参加者も
カヌークラブ員の丁寧な指導でパドルの動かし方も上手くな
り、自由に楽しんでいました。また 最後はカヌーポロ（水
上バスケ）で大いに盛り上がっていました。

 ７月30日（日）に吾平自然公園入口の田んぼで、第２回
「どろんこ祭り」が開催されました。神野地区の老若男女が
約40人集まり、炎天下で泥まみれになって３種類の競技を
楽しみ、見物人を飽きさせずに、笑いを提供しました。

 7月26日(水)、振興会館にて『タイルアート教室』
が開催されました。当日は30組の親子が集まり、タイ
ルを使って小物入れ作りを楽しみました。
 参加者は色とりどりのタイルに夢中になり、それぞ
れ個性ある作品をつくりあげていました。

地域に開かれた学校を～「信頼される学校づくり」委員会を開催

 吾平中学校では、学校・家庭・地域が一体となって連携・協力しながら、生徒の健やかな成長を担っていくため、地域に開かれ
た学校づくりをより一層推進する観点から、学校に学校評議員を置くこととしています。また、吾平中学校生徒の日常生活の実態
を正しく理解し、生徒の健全育成を図ることを目的として「吾平中学校教育モニター」制度を設置しています。７月11日（火）に
は、今年度委嘱させていただいた学校評議員と教育モニターの方々に出席いただき、第１回「信頼される学校づくり」委員会を開
催しました。この会では、吾平中学校の学校経営や生徒の実態等について説明し、学校評議員、教育モニターの方々から、様々な
意見・助言をいただきました。今年度の委員等につきましては、下記のとおりです。

 ７月22日（土）に美里吾平コミュニティ協議会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ男性
部会のメンバー15名で、町内のロードミラーの清掃を行いました。
この部会は吾平地域３小学校のおやじの会のメンバー等で構成され
ており、吾平地域のために何か役に立ちたいという目的から今回実
施したものです。当日は、吾平校区内のロードミラーを中心に清掃
を行い、汚れていたロードミラーがとてもきれいになりました。こ
れからも定期的に取り組んでいく予定です。

古代史研究家　松下高明

 飴屋敷ですくすく育ったボクは6歳の頃になると仲間と山や森や川で遊ぶようになった。木の実・山芋・虫を採り、川では魚や
カニを捕えたりするんだ。10歳位になると川でイカダ遊びが始まる。これが何といっても最高だね。何しろ遠くへ行けるんだヨ。
 ある夏の日に仲間5人とようやく仕上げたイカダで海まで行こうと、家の人には内緒で行ってみたんだ。そのワクワク感と言っ
たらなかったサ。姶良川はイカダにはちょうどいいくらいで、時々浅瀬に乗り上げたけれど何とか肝属川に合流したんだ。そこか
らは川幅も広くなってゆったりと下って行った。気持ちよかったなァ。
 そのうちに海が見えてきた。ボクが生まれたと聞いている海辺だヨ。
 ボクは急に、海に帰って行ってしまった本当のお母さんが恋しくなった。べそをかき始めるとみんなもお腹がすいたせいか「お
母さん」と言いながら泣き出した。
「あんたたち黙って勝手にこんな危ないことして！！」
 心配して追って来た仲間のお母さんたちの中で、タマちゃんがぷりぷりして叫んだ。ずいぶん怖い顔をしてたヨ。みんなはそれ
ぞれのお母さんにしがみついたけれど、ボクはタマちゃんにしがみつかなかった。だって本当のお母さんじゃないから。
「今のお母さんは私よ。何でもしてあげてるのに、こんなに心配しているのに・・・」
今度はタマちゃんがぽろぽろ涙をこぼし始めた。
――ああ、ごめんタマちゃん。ボクが悪かった。タマちゃんが本物のお母さんだよ。
ボクは泣きながらタマちゃんにしがみついた。タマちゃんの温かさが伝わって来たヨ。

（注）吾平町は昭和22年、姶良村から町制に移行した時に神武天皇の后「吾平津姫」に因んで名付けられました。吾平町を貫流す
る母なる川「姶良川」は姶良村・姶良郷時代の名称を今に伝えています。

うがやくんの冒険(2)　～吾平今昔物語～

肝属川との合

流点に近い姶

良川だよ！

【教育モニター】

役職 氏名 役職 氏名

鶴峰東町内会長 田原　孝一 民生委員 有馬　春美

鶴峰中町内会長 牧原　正 民生委員 休坂　さよ子

神野町内会長 上之原　昇 民生委員 木浦　香智子

中央東町内会長 坂中　春久 民生委員 加藤　さとみ

中央町町内会長 前田　昭紀 民生委員 今吉　良子

中央西町内会長 坂口　重道 民生委員 田中　すみ子

中央麓町内会長 鎌田　進一 民生委員 田野邉　淳子

下名東町内会長 本村　和明 民生委員 川原　淳子

下名西町内会長 馬渡　弘人 民生委員 中村　涼江

主任児童委員 小出水　悦子 民生委員 坂下　順子

保護司 本九町　悟 民生委員 坂元　登

吾平小学校長 新名主　芳英 民生委員 池久保　ミナ子

鶴峰小学校長 折田　明世 民生委員 吉留　悦子

下名小学校長 下尾　孝幸 民生委員 中塩　広子

【学校評議員】
役職 氏名

道徳教育振興会
地域教育部会長

竹之内　勲

少年補導員 三嶋　晃

肝属地区生活研究
グループ吾平支部長

堀之内　節子

高齢者クラブ会長 加治屋　光次

主任児童委員 坂元　優子
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第82号
はじめまして！
私がタマちゃん
です！

　7 月 1 日（土）、吾平地域女性演芸大会が湯遊ランドで
開催されました。力強い和太鼓で幕が開け、出演者等を含
め 165 名の来場がありました。凛として艶やかな舞に魅
了され、弾みのあるコミカルな踊りに会場は笑いの渦に！
吾平地域女性団体連絡協議会の福久会長は「若い皆さま
が、ご高齢の方と一緒に足を運んでくださる姿が年々増え、
楽しんでくださることが嬉しい」と大変、喜ばれていまし
た。

　吾平中学校では、学校・家庭・地域が一体となって連携・協力しながら、生徒の健やかな成長を担っていくため、地域に開
かれた学校づくりをより一層推進する観点から、学校に学校評議員を置くこととしています。また、吾平中学校生徒の日常生
活の実態を正しく理解し、生徒の健全育成を図ることを目的として「吾平中学校教育モニター」制度を設置しています。７月
11 日（火）には、今年度委嘱させていただいた学校評議員と教育モニターの方々に出席いただき、第１回「信頼される学校
づくり」委員会を開催しました。この会では、吾平中学校の学校経営や生徒の実態等について説明し、学校評議員、教育モニター
の方々から、様々な意見・助言をいただきました。今年度の委員等につきましては、下記のとおりです。

　飴屋敷ですくすく育ったボクは 6 歳の頃になると仲間と山や森や川で遊ぶようになった。木の実・山芋・虫を採り、川では
魚やカニを捕えたりするんだ。10 歳位になると川でイカダ遊びが始まる。これが何といっても最高だね。何しろ遠くへ行け
るんだヨ。
　ある夏の日に仲間 5 人とようやく仕上げたイカダで海まで行こうと、家の人には内緒で行ってみたんだ。そのワクワク感と
言ったらなかったサ。姶良川はイカダ下りにはちょうどいいくらいで、時々浅瀬に乗り上げたけれど何とか肝属川に合流した
んだ。そこからは川幅も広くなってゆったりと下って行った。気持ちよかったなァ。　
　そのうちに海が見えてきた。ボクが生まれたと聞いている海辺だヨ。
　ボクは急に、海に帰って行ってしまった本当のお母さんが恋しくなった。べそをかき始めるとみんなもお腹がすいたせいか

「お母さん」と言いながら泣き出した。
「あんたたち黙って勝手にこんな危ないことして！！」
　心配して追って来た仲間のお母さんたちの中で、タマちゃんがぷりぷりして叫んだ。ずいぶん怖い顔をしてたヨ。みんなは
それぞれのお母さんにしがみついたけれど、ボクはタマちゃんにしがみつかなかった。だって本当のお母さんじゃないから。

「今のお母さんは私よ。何でもしてあげてるのに、こんなに心配しているのに・・・」
今度はタマちゃんがぽろぽろ涙をこぼし始めた。
――ああ、ごめんタマちゃん。ボクが悪かった。タマちゃんが本物のお母さんだよ。
ボクは泣きながらタマちゃんにしがみついた。タマちゃんの温かさが伝わって来たヨ。

（注）吾平町は昭和 22 年、姶良村から町制に移行した時に神武天皇の后「吾平津姫」に因んで名付けられました。吾平町を貫
流する母なる川「姶良川」は姶良村・姶良郷時代の名称を今に伝えています。

（注）タマちゃんは、タマヨリヒメの愛称です。前号、参照。
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地域に開かれた学校を～ 「信頼される学校づくり」 委員会を開催

うがやくんの冒険 （2）　～吾平今昔物語～

　鶴峰中地区町内会では、ぴんぴん体操＆サロンを 7 年
以上の長きにわたって継続中です。現在、月 2 回実施し
ています。今季から市の支援より自立を図り、月 1 回は
自主運営を開始。トレーナー役として 6 名が大活躍、受
講者 25 名が登録しております。参加者追加募集中です。

鶴峰 元気ピンピン体操

　７月 30 日（日）、吾平自然公園入口の田んぼで第２回
「どろんこ祭り」が開催されました。神野地区の老若男女
が約 40 人集まり、炎天下で泥まみれになって３種類の
競技を楽しみ、見物人を飽きさせず、笑いを提供しまし
た。

神野どろんこ祭

　７月 22 日（土）、美里吾平コミュニティ協議会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾁｰﾑ男性部会のメンバー 15 名で、町内のロードミラーの清
掃を行いました。この部会は吾平地域３小学校のおやじの
会のメンバー等で構成されており、吾平地域のために何か
役に立ちたいという目的から、今回実施したものです。当
日は、吾平校区内のロードミラーを中心に清掃を行い、汚
れていたロードミラーがとてもきれいになりました。これ
からも定期的に取り組んでいく予定です。　

ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑでﾛｰﾄﾞﾐﾗｰ清掃を実施

　７月 29 日（土）、カヌー体験会が月見橋周辺の姶良
川で開催されました。始めに鹿屋市カヌークラブによる
講習があり、パドルの持ち方、動かし方を習い、早速カ
ヌーに乗りこみました。初めはなかなかまっすぐに漕げ
なかった参加者もカヌークラブ員の丁寧な指導でパドル
の動かし方も上手くなり、自由に楽しんでいました。ま
た 最後はカヌーポロ（水上バスケ）で大いに盛り上がっ
ていました。

姶良川 カヌー体験会

　7 月 26 日（水）、振興会館にて『タイルアート教室』
が開催されました。当日は 30 組の親子が集まり、タイ
ルを使って小物入れ作りを楽しみました。
　参加者は色とりどりのタイルに夢中になり、それぞれ
個性ある作品をつくりあげていました。

夏休み短期講座 「タイルアート教室」

【教育モニター】

役職 氏名 役職 氏名

鶴峰東町内会長 田原　孝一 民生委員 有馬　春美

鶴峰中町内会長 牧原　正 民生委員 休坂　さよ子

神野町内会長 上之原　昇 民生委員 木浦　香智子

中央東町内会長 坂中　春久 民生委員 加藤　さとみ

中央町町内会長 前田　昭紀 民生委員 今吉　良子

中央西町内会長 坂口　重道 民生委員 田中　すみ子

中央麓町内会長 鎌田　進一 民生委員 田野邉　淳子

下名東町内会長 本村　和明 民生委員 川原　淳子

下名西町内会長 馬渡　弘人 民生委員 中村　涼江

主任児童委員 小出水　悦子 民生委員 坂下　順子

保護司 本九町　悟 民生委員 坂元　登

吾平小学校長 新名主　芳英 民生委員 池久保　ミナ子

鶴峰小学校長 折田　明世 民生委員 吉留　悦子

下名小学校長 下尾　孝幸 民生委員 中塩　広子

【学校評議員】
役職 氏名

道徳教育振興会
地域教育部会長

竹之内　勲

少年補導員 三嶋　晃

肝属地区生活研究
グループ吾平支部長

堀之内　節子

高齢者クラブ会長 加治屋　光次

主任児童委員 坂元　優子

古代史研究家　松下高明

肝属川との合

流点に近い姶

良川だよ！


