
　４月１日から、吾平地域の各小中学校の校長先生、
教頭先生は下記のとおりとなりました。

　地域の皆さんには、学校行事や通学路での見守り
など学校活動へのご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。	 （◎は新任）

吾平小学校………………………　（℡　58-7122）
◎校長	 深川　光久	 　教頭	 神田　哲正

鶴峰小学校…………………………（℡　58-7130）
　校長	 折田　明世	 　教頭	 上加世田	栄次

下名小学校………………………　（℡　58-7124）
　校長	 下尾　孝幸	 　教頭	 原田　弥生

吾平中学校………………………　（℡　58-7126）
　校長	 藏薗　孝一	 ◎教頭	 川路　貴広

　４月１日付の市の定期異動により、吾平総合支所
の職員も一部変更がありました。今後も吾平地域発
展のために、頑張ってまいりますので、よろしくお
願いします。　　　（◎は新任）

■鹿屋市吾平総合支所……………… （℡…58-7111）
　総合支所長　兼　住民サービス課長
	 	 江口　昭一
　　　同	 課長補佐	 車田　昭人
　産業建設課	 課　　長	 和田　輝行
　　　同	 課長補佐	 吉井　政広
　地籍調査推進室　室　　長	 竹下　博文
　◎　同	 次　　長	 吉永　和広

■コミュニティセンター吾平振興会館	（℡…58-6036）
　◎	 館　　長	 櫛下　俊朗

■美里吾平コミュニティ協議会	 …（℡　58-6566）
	 事務局長	 朝倉　悦郎
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発行元　美里吾平コミュニティ協議会
住所：〒893-1103　鹿屋市吾平町麓 3408-1

電話： 0994-58-6566

　この冬の寒さが厳しかったため、桜の芽の休眠打破が順調で、吾平地区の桜は見事な咲きぶりでした。
桜に関連して、今回は鶴峰東町内会の「春恋さくらまつり」の記事があります。3月末に福留・有馬両氏
が退職されたため、また編集委員が減りましたが、残る委員で記事作りと編集に頑張りました。

編集後記 （朝倉）

期日 行事予定 場所 問合せ先

5 月　1日 火 春季畜産共進会 吾平家畜集合センター

5月 11日 金 コミュニティ協議会総会 吾平振興会館 コミ協事務局 ☎ 58-6566

5 月 13日 日 小鹿祭り 小鹿酒造 小鹿酒造 ☎ 58-7171

5 月 19日 土 市民講座開講式 吾平振興会館 振興会館 ☎ 58-6036

5 月 20日 日 中央東町内会体育大会 屋内ゲートボール場

6月　6日 水 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-7111

6 月 10日 日 姶良川クリーン作戦 古市橋付近 商工会 ☎ 58-6020

6 月 10日 日 関東地区吾平会総会 東京・渋谷
エクセルホテル東京

6月 17日 日 吾平地域ドッヂビー大会 吾平振興会館 振興会館 ☎ 58-6036

行事予定

平成 30年度
吾平総合支所職員紹介

　４月８日（日）、神野トレッキングコースで第１回神野中岳（吾平富士　標高677ｍ）山開き登山が開催され
ました。当日は好天に恵まれ、市内外から約30名の参加があり、大川内神社で安全祈願祭を開催して、中岳往
復登山に出発しました。往復で約３時間かかりました。
　登山のあとは、神野地区ふれあいセンター（旧神野小学校）で神野町内会女性部の手作り郷土料理に舌鼓を打ち、
校庭で同時に開催された「軽トラ市」では、神野地区の皆さんが持ち寄った、美味しいお米や竹の子や地元の特
産品などが販売され、登山参加者はもちろんのこと、地元の住民も参加して大いに賑わいました。

安全を祈願　神野中岳（吾平富士）山開きトレッキング

喜びいっぱい　小中学校入学式

　４月６日（金）、市内の各小中学校で入学式が行われました。吾平地域では、吾平小学校32名（男子14名、女
子18名）、鶴峰小学校１名（女子1名）、下名小学校29名（男子10名、女子19名）、吾平中学校69名（男子41名、
女子28名）が新一年生となり、真新しい制服に身を包み、大きな希望を胸に抱いて元気に校門をくぐりました。
　当日は雨の降るあいにくの天気でしたが、緊張の面持ちだった新入生も、先生や上級生からの歓迎を受け、笑
顔で新しい学校生活のスタートを切りました。

吾平小学校

下名小学校

鶴峰小学校

吾平中学校



　２月18日（日）に鵜戸神社境内において、「第１
回ふもとマルシェ」を開催し、町内会内外から多くの
来場者で賑わいました。
　当日は、天候にも恵まれ、町内会女性部、子ども
会育成会、老人クラブのバザーや東京屋、鹿屋中央
高校、その他町外の出店もありました。また、吾平
小学校合唱部の美しい歌声の披露をはじめ、津軽三
味線の演奏やそば切り踊りの披露などもありました。

　	２月 23日（金）に振興会館において、「大隅吾平未来会議」を開催し、吾平地域をはじめ、大隅地域の
若手約 70名が参加しました。この会議は、今後の吾平地域を盛り上げていくために、大隅地域で活躍して
いる方々の話を聞き、グループで話し合いながら、今後の振興策を検討しました。参加した方は、吾平地
域活性化への想いが一層強まったようです。今後、地域づくりに関して研修等を行い、吾平地域活性化に
向けた取り組みを行っていく予定です。

明るい未来に向けた「大隅吾平未来会議」（コミ協主催）

　３月 25日（日）、桜が満開の吾平山陵で「第６
回鶴峰東町内会春恋さくらまつり」が開催されま
した。当日は天候にも恵まれ、一般の桜見物客も
来られ、大賑わいの桜祭りとなりました。山陵太
鼓や地域女性団体連絡協議会の踊りなどの舞台催
しもあり町内会の皆さんが楽しく親睦を深められ
る１日となりました。

　３月 24	日（土）、吾平町商店街で「第４回商店
街バザール」が開催されました。各商店の特設販
売コーナーや商店街外からも陵北荘などの出店が
ありました。鹿児島銀行駐車場の特設会場では、
山陵子ども太鼓や津軽三味線の演奏、いのしし汁
の振る舞いなどもあり、春休み初日の開催であっ
たことから、多くの子どもたちも来場し、賑やか
な楽しいイベントになりました。

鶴峰東春恋さくらまつり 商店街バザール

　３月11日（日）の朝7時から、幹線用水路の清
掃作業が各地区で行われました。田植え前の用水
整備と防火用水路確保の目的の他に、班のメンバー
が集まり、親睦や情報交換の場にもなっています。
（写真は益田班の作業風景です）

幹線用水路をきれいに

　2月25日（日）に鶴峰中ふれあいセンターで、
鶴峰中地区町内会による「ふれあいフリーマーケッ
ト」が開催されました。雨天にもかかわらず、大勢
の人が来て、買い物の他に、うどんの振る舞いや焼
肉を堪能しました。

ふもとマルシェ 鶴峰中ふれあいマーケット

新任駐在所職員の紹介

　平成 27 年 12 月か
ら吾平駐在所に勤務さ
れた、田島卓郎巡査長
の後任として、沖永良
部警察署より着任され
ました。
　「山﨑巡査部長共々
吾平地域の安心安全の
ために、がんばってま
いります。」

　本協議会が発足して４年目を迎え、今後の協議会のあり方について、「活性化検討委員会」で検討してきま
した。その結果、「新しい組織体制と運営方法」を3月15日開催の臨時総会で提案し、承認され、当日に施
行されました。主な改正は以下の通りです。
	
⑴	　従来の４部会制から、「くらし部会」と「地域づくり部会」の２部会制にして、部会に部会長、副部会長の他に、
新たに鹿屋市地域サポート職員から選任する幹事を置く。

	
	
	

⑵	　部会で活動目標とする事業のメニューを決め、そのメニューに相応しいグループを作る。グループ活動計
画の素案を作る。それを受けて、部会としての事業実施の方針を決定する。

　

⑶	　部会委員を出す団体や組織については広範な分野から見直して、全ての団体や組織に、部会に参加しやす
い委員の選任を依頼する。

⑷	　町内会との連携強化のため、運営委員会と部会に所属する町内会長の人数を増す。
　　　　

美里吾平コミュニティ協議会の組織が変わりました！

新

新

新

旧

旧

旧
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①部会長　
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③幹事
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地域づくり部会 くらし部会
グループ グループ グループ グループ グループ グループ グループ グループ

運営委員会（会長を除く） ２名
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くらし部会 5名
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校庭で同時に開催された「軽トラ市」では、神野地区の皆さんが持ち寄った、美味しいお米や竹の子や地元の特
産品などが販売され、登山参加者はもちろんのこと、地元の住民も参加して大いに賑わいました。

安全を祈願　神野中岳（吾平富士）山開きトレッキング

喜びいっぱい　小中学校入学式

　４月６日（金）、市内の各小中学校で入学式が行われました。吾平地域では、吾平小学校32名（男子14名、女
子18名）、鶴峰小学校１名（女子1名）、下名小学校29名（男子10名、女子19名）、吾平中学校69名（男子41名、
女子28名）が新一年生となり、真新しい制服に身を包み、大きな希望を胸に抱いて元気に校門をくぐりました。
　当日は雨の降るあいにくの天気でしたが、緊張の面持ちだった新入生も、先生や上級生からの歓迎を受け、笑
顔で新しい学校生活のスタートを切りました。

吾平小学校

下名小学校

鶴峰小学校

吾平中学校


