
第104号  令和３年４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

期日 行事予定 場所 問合せ先
5 月 14日 金 コミュニティ協議会総会 吾平振興会館 美里吾平コミュニティ協議会 ☎ 58-6566
5 月 14日 金 郡春季共進会 肝属中央家畜市場 吾平総合支所 ☎ 58-7257
5 月 15日 土 鹿屋おもちゃ病院 コミスポあいら おもちゃ病院（安田）☎ 090-8391-9585
5 月 19日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
5 月 27日 木 移動図書館ほたる号 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380
6 月　１日 火 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-7111
6 月　3日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
6 月 16日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
6 月 19日 土 鹿屋おもちゃ病院 コミスポあいら おもちゃ病院（安田）☎ 090-8391-9585
6 月 28日 月 移動図書館ほたる号 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380
7 月　1日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111

※移動図書館ほたる号は時間変更になりました　⇒　10：00～ 10：30

行事予定

Facebook
やってます

吾平の桜がみんなの心を和ませてくれました

新緑の中、神野中岳登山を満喫

コロナ禍の中、楽しみが少なくなっ
たこの頃ですが、今年も何事もなかっ
たかのように吾平のあちこちで桜の
花が咲き誇り、見る人の心を和ませ
てくれました。今年は吾平山陵公園
の桜のライトアップを行い、夜桜を
楽しむ来園者で賑わいました。

４月 18 日（日）、神野中岳山開き登山＆ウォーキングを開催し、市内外
から 31 名の参加がありました。参加者は自然公園からウォーキングを楽し
みながら登山口を目指し、途中、大川内神社での安全祈願祭に参加しました。

登山山頂では最高の見晴らしの
中、神野町内会女性部による手作り
弁当に舌鼓を打ちました。

下山後は神野軽トラ市が行われ、
地元の手作り豆腐や特産品などが販
売され、参加者は楽しい１日となり
ました。

※�新型コロナウイルス感染拡大状況により中止と
なる場合があります

　新型コロナウイルスが流行し、昨年はその影響で多くの行事等ができなくなり、今年こそはと思っていましたが、
残念ながら今年もコロナの影響が有りそうです。この中で中学校、小学校の入学式、卒業式が無事開催できて良かっ
たです。コロナ禍の中ではありますが、今年も情報満載の紙面づくりに取組んでまいります。

編集後記

　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。
　今後も吾平地域の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 前原　浩幸
　住民サービス課 　課長補佐 車田　昭人
　産業建設課 　課　　長 岩元　洋一
　　　同 　課長補佐 前下　正吾
　地籍調査推進室 ◎室　　長 児玉　喜久
　　　同 　次　　長 藺牟田博文
■コミュニティセンター吾平振興会館（℡…58-6036）
 ◎館　　長 江口　昭一

令和３年度 吾平総合支所新任職員紹介吾平総合支所新任職員紹介

　4 月 1 日から、吾平地域の各小・中学校の校長先生、
教頭先生は下記の通りとなりました。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 鈴木　　誠 　教頭 川﨑　　正

鶴峰小学校�………………………（℡　58-7130）
　校長 中村　成美 　教頭 中水　一元

下名小学校�……………………　（℡　58-7124）
　校長 岩屋　芳文 　教頭 南　　一秀

吾平中学校�……………………　（℡　58-7126）
　校長 湊川　　彰 ◎教頭 松下　　和

吾平地域小中学校
校長・教頭先生の紹介校長・教頭先生の紹介

第 26回関東地区吾平会開催中止の
お知らせ・吾平町皆様へのお願い

関東地区吾平会は「在関東地区吾平町出身者の親睦を図り、
併せて郷土の “ 吾平町 ” との連携強化、郷土の活性化に寄与する
ことを目的」に平成 8 年に設立総会を開催し、令和 3 年 6 月 13
日（日）に第 26 回総会、懇親会を開催する予定でしたが、コロ
ナ感染が収束せず出席者の安心、安全の確保が難しい事等を鑑
み、今年は延期もせず昨年に続き中止とさせていただきました。

吾平町在住の皆様へのお願いでございます。
お子様、同級生、知人の方で関東地区に在住の方がありまし

たら、関東地区吾平会への参加呼びかけと、その方の連絡先、
住所等を教えていただけないでしょうか。

当会事務局より「吾平地域行事カレンダー」や「美里吾平だ
より」、「発足 25 周年記念誌・26 回総会誌の合柵」を送付させ
ていただきます。

【関東地区吾平会連絡先】
　会　長	 田邊　　勉
　（S22 年生・寒水出身。携帯 090-6505-6221、FAX045-894-5676）
　副会長・事務局長	 田中　俊幸
　（旧姓幾野・S25 年生・上町出身。携帯 080-6595-6271）
●美里吾平コミュニティ協議会事務局（TEL 0994-58-6566）

コミ協のニューフェイス紹介
4 月よりコミュニティ協議会事務局

長として中塩了さんが着任しました。
（中塩）４月１日、コミュニティ協議
会事務局の局長として着任しました
中塩了です。
　長年にわたり吾平町に在住してお
り、今後は地域づくり支援員として地域づくり活動を
通して地域の方々と触れ合っていきたいと思っており
ます。
　地域住民の皆様のお役に立てるよう頑張ります。

中塩さん 吾平自然公園（神野） 大隅広域公園

玉泉寺公園

吾平山陵公園

吾平運動公園

多目的グラウンド

いずみ幼稚園前



吾平に新たな観光
客を呼び込むことを
目的とした新吾平観
光パンフレットが完
成しました。観光・
飲食店・物産店情報
と共に店舗や施設の
場所と観光コースが
掲載されています。
コミ協HPの『協
議会と吾平の情報』
内の『吾平の今』の
ぺージにも掲載され
ています。

3月16日に吾平中学校、3月24日に各小学校で卒業式が行われました。吾平中学校67名、吾平小学校44名、
鶴峰小学校8名、下名小学校19名の卒業生が各学校の学びの舎を巣立っていきました。卒業された皆さんが、
新たな進学先で、自分の夢や目標に向かって、活躍されることを願っています。

４月６日、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38名、鶴峰小学校1名、
下名小学校21名、吾平中学校68名が新一年生となり真新しい制服に身を包み、笑顔で新しい学校生活のス
タートを切りました。

2月26日（金）、
高須町内会の上
原会長ほか役員
2名が、町内会活
動の参考にした
いと神野地区を
訪れました。高須
は錦江湾、神野
は山里とどちらも
特徴的な景観を生かした取組みを行っています。昼
食は神野女性部の御膳料理に舌鼓を打ち、吾平自然
公園では美しいシャクナゲとウォーターパール館を見
学されました。両町内会会長は、今後もこのような
交流を続けていきたいと話していました。

吾平観光パンフレットを
リニューアル

吾平山上陵等を「日本遺産」に認定するために
活動されていた、鹿屋市・霧島市・薩摩川内市・南
さつま市の民間有志の方々により立ち上げられた
NPO法人「神代の守り人」の設立総会が４月３日
にかごしま県民交流センターで開催されました。今
後、同法人の活動として、4市との連携はもとより、
行政、美里吾平コミュニティ協議会、市民の皆様と
連携し地域の活性化に繋げていくことが必要です。
また、総会後のイベント中で、鹿児島市在住の歌
手 YULYさんのCD
アルバム「神話のゆ
りかご」が初披露さ
れ、その歌詞の一部
には吾平山上陵や
ウガヤフキアエズノ
ミコト等が思い浮か
べられる内容となっ
ています。

NPO法人「神
かみ

代
よ

の守
も

り人
びと

」が設立

吾平山上陵を訪れた時に案内人が不在の場合で
も、案内を受けられる様に動画を制作し吾平山陵公
園物産展示館で視聴できるようにしました。外国の
方も分かるように英語の字幕入りとなっています。
また、YouTubeでも動画を一般公開しています
ので、多くの方に吾平山上陵の概要や美しさを知っ
ていただき、来訪のきっかけと、有意義な参拝に繋
げていただければ幸いに思います。

吾平山上陵の
案内動画ができました。

別れ、そして旅立ちへ　小中学校卒業式

喜びいっぱい　小中学校入学式

中学生より花のプレゼント
吾平中学校の生徒が
丹精込めて育てた花が
振興会館へ贈られてい
ます。キンセンカ、ビ
オラ、リビングストン
デージーなど色とりど
りのプランター 8鉢。

生徒たちは「花で吾平の人たちを
元気づけたい」と苗を植えたそう
です。振興会館の玄関に飾られた
花は来館者のこころに癒しを与え
てくれています。

3月2日（火）男塾による刃物研ぎが茶のん家で
行われました。持ち込まれた本数は75本に達し、
小さな物から薪割りの斧のような大きな物まで多種
多様の品が集まり、メンバーは「やりがいがある」
と話されていました。作業の仕方もメンバー毎に違
い、色々な機械で丁寧に研がれ、仕上がった刃物は
これまでとは見違え
るほど鋭く、切れ味
抜群。新品並にでき
上がり受取った方々
は皆さん、満足顔で
した。

下名小学校

下名小学校

鶴峰小学校

鶴峰小学校

吾平小学校

吾平小学校

吾平中学校

吾平中学校

吾平山陵公園に新たな休憩所・ベンチを寄贈
　令和 2年 12 月に吾平山
陵公園内に木造平屋建ての
休憩所と休憩用ベンチが設
置されました。休憩所は鹿
児島県建築士会鹿屋肝属支
部会員の皆様のボランティ
ア作業で、また、休憩用ベ
ンチは鹿屋工業高校建築科
1・2年生の建築技術同好会
の生徒による手作りベンチ
です。

茶のん家で刃物研ぎ

神野に高須町内会が
視察研修に訪れました。

動画
ＱＲコード
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登山山頂では最高の見晴らしの
中、神野町内会女性部による手作り
弁当に舌鼓を打ちました。

下山後は神野軽トラ市が行われ、
地元の手作り豆腐や特産品などが販
売され、参加者は楽しい１日となり
ました。

※�新型コロナウイルス感染拡大状況により中止と
なる場合があります

　新型コロナウイルスが流行し、昨年はその影響で多くの行事等ができなくなり、今年こそはと思っていましたが、
残念ながら今年もコロナの影響が有りそうです。この中で中学校、小学校の入学式、卒業式が無事開催できて良かっ
たです。コロナ禍の中ではありますが、今年も情報満載の紙面づくりに取組んでまいります。

編集後記

　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。
　今後も吾平地域の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 前原　浩幸
　住民サービス課 　課長補佐 車田　昭人
　産業建設課 　課　　長 岩元　洋一
　　　同 　課長補佐 前下　正吾
　地籍調査推進室 ◎室　　長 児玉　喜久
　　　同 　次　　長 藺牟田博文
■コミュニティセンター吾平振興会館（℡…58-6036）
 ◎館　　長 江口　昭一

令和３年度 吾平総合支所新任職員紹介吾平総合支所新任職員紹介

　4 月 1 日から、吾平地域の各小・中学校の校長先生、
教頭先生は下記の通りとなりました。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 鈴木　　誠 　教頭 川﨑　　正

鶴峰小学校�………………………（℡　58-7130）
　校長 中村　成美 　教頭 中水　一元

下名小学校�……………………　（℡　58-7124）
　校長 岩屋　芳文 　教頭 南　　一秀

吾平中学校�……………………　（℡　58-7126）
　校長 湊川　　彰 ◎教頭 松下　　和

吾平地域小中学校
校長・教頭先生の紹介校長・教頭先生の紹介

第 26回関東地区吾平会開催中止の
お知らせ・吾平町皆様へのお願い

関東地区吾平会は「在関東地区吾平町出身者の親睦を図り、
併せて郷土の “ 吾平町 ” との連携強化、郷土の活性化に寄与する
ことを目的」に平成 8 年に設立総会を開催し、令和 3 年 6 月 13
日（日）に第 26 回総会、懇親会を開催する予定でしたが、コロ
ナ感染が収束せず出席者の安心、安全の確保が難しい事等を鑑
み、今年は延期もせず昨年に続き中止とさせていただきました。

吾平町在住の皆様へのお願いでございます。
お子様、同級生、知人の方で関東地区に在住の方がありまし

たら、関東地区吾平会への参加呼びかけと、その方の連絡先、
住所等を教えていただけないでしょうか。

当会事務局より「吾平地域行事カレンダー」や「美里吾平だ
より」、「発足 25 周年記念誌・26 回総会誌の合柵」を送付させ
ていただきます。

【関東地区吾平会連絡先】
　会　長	 田邊　　勉
　（S22 年生・寒水出身。携帯 090-6505-6221、FAX045-894-5676）
　副会長・事務局長	 田中　俊幸
　（旧姓幾野・S25 年生・上町出身。携帯 080-6595-6271）
●美里吾平コミュニティ協議会事務局（TEL 0994-58-6566）

コミ協のニューフェイス紹介
4 月よりコミュニティ協議会事務局

長として中塩了さんが着任しました。
（中塩）４月１日、コミュニティ協議
会事務局の局長として着任しました
中塩了です。
　長年にわたり吾平町に在住してお
り、今後は地域づくり支援員として地域づくり活動を
通して地域の方々と触れ合っていきたいと思っており
ます。
　地域住民の皆様のお役に立てるよう頑張ります。

中塩さん 吾平自然公園（神野） 大隅広域公園

玉泉寺公園

吾平山陵公園

吾平運動公園

多目的グラウンド

いずみ幼稚園前


