
第88号  平成30年8月28日発行

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

　今回は記事が多く、残念ながら載せられない記事もありました。記事にも書きましたが、８月からコミ協の新しいホーム
ページを開設しました。フェイスブックからも随時、新しいニュースが載せられるようになりました。この「美里吾平だよ
り」に載せられなかった記事も随時アップしますので、是非ご覧ください。町内会などから色々な情報をお寄せください。

編集後記 （朝倉）

期日 行事予定 場所 問合せ先
9 月　3日 月 小中学校始業式 各小中学校
9月 16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 19日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
9 月 19日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
9 月 23日 日 鶴峰小学校大運動会 鶴峰小学校 鶴峰小学校 ☎ 58-7130
9 月 30日 日 吾平小学校大運動会 吾平小学校 吾平小学校 ☎ 58-7122
9 月 30日 日 下名小学校大運動会 下名小学校 下名小学校 ☎ 58-7124
10 月　5日 金 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-7111
10 月　7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 17日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
10 月 17日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
10 月 21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 28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

　本協議会では、吾平の未来をつくるために、専門家に実践的な指導をしてもらうことにしました。その第一弾
企画として、将来の吾平を担える若手リーダーを育成するために、月に１回の講座「まちおもい Night」が７月
から始まりました。
　７月 19 日（木）には、鹿児島天文館総合研究所（テンラボ）の永山由高講師による分かりやすい実施例の説
明および意見交換の指導があり、約 20 名の参加者が４グループに分かれて、活発に意見などを出し合いました。
　今後、年末にかけて７回の講座が開催され、参加者の吾平への思いがどのような形になっていくか楽しみです。

地域のリーダーを育成する「まちおもい Night」始まる

鵜戸神社で初めて開催された「第４回美里あいら伝統芸能祭」

　8 月 4 日（土）、第 4 回美里あいら伝統芸能祭が初めて鵜戸神社で開催されました。子どもたちの手作りの灯
篭が灯される中、瑞穂保育園の園児による太鼓の演舞で華やかに開幕しました。吾平の郷土芸能である持田棒踊
り、そば切り踊り、八月踊りが披露され、祭の終盤には総踊り（ハンヤ節、鹿児島おはら節）で夏の夜を楽しみ
ました。また、高齢者サロンや子ども会で作った七夕飾りが商店街を彩る中、商店街ナイトバザールも開催され
ました。地元商店や陵北荘など商店街外からの出店もあり、行列が出来るなど盛況でした。

2018 美里あいら夏祭り

　8 月 5 日（日）、美里あいら夏祭りの神輿巡行と、花火大会がありました。全国的に猛暑が続いている中、育
成会 12 チーム、スポーツ少年団 2 チーム、市役所 1 チームが神輿で参加し、商店街を練り歩きました。沿道
からは、にぎやかな声援とともに水がかけられました。夜の花火大会では、3,000 発の花火が打ち上がり、川
面と夏の夜空を彩りました。



　7 月８日（日）、神野鮎つかみ獲り大会が開催され、
約 50 組の家族が参加しました。今回は台風の余波
で、神野川が増水したため、空き地に簡易プールを
作って行われました。子どもたちは全身ずぶぬれに
なって鮎を追い回して笑い声の絶えない楽しい大会
になりました。

　6 月 17 日（日）、吾平地域子ども会ドッヂビー
大会が吾平振興会館で開催されました。
　当日は 10 チーム 173 名の参加があり熱戦が繰
り広げられ、優勝は下名西 A チーム、準優勝は中
央麓 B チームという結果でした。

　6 月 30 日（土）、毎年恒例の吾平地域女性演芸
大会が湯遊ランドあいらにて開催されました。
　今年は 38 名の出演者が日頃の練習の成果を発
表しました。会場は立ち見客も出るほど大盛況で、
出演者の方々は拍手喝采を浴びていました。
　福久会長は、「今後も皆さんに喜んでいただける
よう継続していきたい」とのことでした。

熱戦繰り広げる
「吾平地域子ども会ドッヂビー大会」

吾平の役者が勢ぞろい
「吾平地域女性演芸大会」

　７月 21 日（土）、鶴峰小学校で「子ども交流会」
が開催され、吾平町内の小中学生 32 名が参加しま
した。吾平地域の子供たちに色々な体験をさせるこ
とや交流させることを目的としたものです。鶴峰小
学校の歴史を学んだ後に、校内見学、ドッヂビー遊
びをした後、プロジェクトチームの女性グループか
らかき氷をいただき、楽しい交流会となりました。

鶴峰小学校で学んで遊ぼう「子ども交流会」

　7 月 22 日（日）、第 25 回農涼祭が開催されました。
　午後 6 時より瑞穂保育園の元気な太鼓の音で始まり、いず
み幼稚園おどり、琉球国祭り太鼓、ダンスワークスアクアに
よるヒップホップダンス、北見恭子さんによる歌謡ショー、
ＪＡ職員によるダンス、プログラムの最後に大抽選会を行い
ました。地域の方々、組合員の方々も大満足の農涼祭でした。

ＪＡ肝付吾平町主催
第25回農涼祭開催

　7月10日（火）、11日（水）、吾平中学校一年生が「地
域とつながる学習」をしました。「郷土吾平のため
に自分たちができること」として、地域の清掃活動
に取り組みました。10 日は鵜戸神社周辺、11 日は
鵜戸神社と湯遊ランドあいら周辺をきれいにしまし
た。

神野鮎つかみ獲り大会 吾平中一年生の “ 地域とつながる学習 ”
　池久保公民館の横に、人かと見違うような「かかし」
が立ち始めました。西郷さん、釣り人、田車押しの次に、
象、キリン、豚と徐々に増えています。作者は、兒島
義
よし

盛
もり

さんと小野親
ちか

治
はる

さんです。天草の「かかし祭り」
で多種多様なかかしを見物して刺激を受け、作り始
めたそうです。この道を通る楽しみができました。続
きがありますので、次号をお楽しみに。

　７月 24 日（火）・26 日（木）、各小学校におい
て吾平地区生涯学習推進協議会主催の夏休み水泳
教室が開かれました。講師に鹿屋体育大学の学生
を招き、手・足の使い方や息継ぎの仕方を個別に
教えてもらうことで、子どもたちの苦手をなくす
ことが出来ました。

　7 月 21 日（土）早朝に、吾平町老人クラブの約
30 名の会員の方々が、吾平山陵の長い参道を掃
除しました。落ち葉や雑草を箒と手で取り除いて、
きれいな参道にして、参詣者がすがすがしい気分
になるようにしました。

吾平町老人クラブによる
吾平山陵の清掃作業

　現在主流のスマホ版ホームページが出来ました。ポー
タルサイト「ぐるっとおおすみ」の NEW SHOP の中に
ある「うがや君」の絵をクリックすると、ホームページ
が開きます。「美里吾平コミュニティ協議会」で検索し
ても出てきます。吾平の情報を広く内外に発信します。
皆様の情報をお寄せください。（℡ 58-6566）

コミ協のホームページができました！

　７月 15 日 ( 日 )、中央
町町内会の住民 15 名が
大隅肝属地区消防組合で
普通救命講習会に参加し
ました。これは、中央町
町内会の安全安心な街づくり事業の取組みで行われ
たもので、参加者は胸骨圧迫やＡＥＤの取り扱い方
法などを熱心に学んでいました。

中央町町内会普通救命講習

　私は高校卒業と同時
に、学校推薦の東京の建
設会社に入社しました。
　高度成長期でもあり、
働きずくめの毎日でし
た。そういう時期に当時
の野尻町長より、県外に
出ている皆様の意見を
聴いて、町の活性化につ
なげたいので、関東に吾
平会を設立していただけないかとのお話がありまし
た。関東の有志が集まり、吾平からも当時の企画課
長に参加していただき、幾度となく協議して関東地
区吾平会が設立できました。今年 23 回目を大盛会
にて終わり、年に一度の会員の笑顔や元気な体験談
等に勇気と元気を頂いていますと、会員の皆様に喜
んでいただいています。 （上名鏡原出身）

吾平の道端をかざる “ 芸術作品 ” ⑴

短期講座「夏休み水泳教室」

関東地区吾平会相談役 吉留 光雄さんより

会うと勇気が！


