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教育講演会開催

わたしの特技

　12 月９日（土）、吾平小学校ＰＴＡ研修部主催の「わ
たしの特技をみんなに見せよう大会」が吾平小学校体
育館で開催されました。21 組 34 名の子どもたちが
空手、卓球、ソフトボール素振り、ピアノ、おにぎり
早食いなど様々な自分の特技を披露してくれました。
　また、鶴峰小学校、下名小学校からも参加があり、
吾平地域の小学校の連携を図ることも出来ました。こ
の大会は新しく結成された子ども実行委員会の企画、
運営、進行により実施されました。また、出演した児
童は大勢の人がいる中で発表ができ、自信に繋げるこ
とができました。

　１月 14 日（日）、鹿屋市体育館で「なわとびチャン
ピオン大会」が行われ、吾平地域の 3 小学校からも多
くの児童が個人・団体戦に出場しました。
　個人戦では、前跳び、二重跳び、交差跳びなどの種
目で上位入賞を果たしました。
　団体戦では、吾平小学校が昨年まで 10 連覇中で、
伝統を守るために日々練習を重ねてきました。
　当日は大きなプレッシャーの中、練習の成果を十分
に発揮でき、吾平小 6 年生 A チームが見事に 11 連
覇を達成し、5 年生のチャレンジ吾平チームも 3 位に
入るなど輝かしい成績を収めました。

　2 月 10 日（土）、吾平地域教育講演会が吾平振興
会館で開催されました。
　「子どもが輝く未来の子育て環境としての学校・地
域を考える」をテーマに、鹿児島大学准教授の金子満
先生をお迎えし、学校応援団・コミュニティスクール・
コミュニティ協議会・学校・家庭・地域住民の連携の
あり方についてご講演をいただきました。

　当日は、学校応援団支援ボランティアの皆さんや各
小中学校ＰＴＡ、道徳教育振興会関係者等約 70 名の
方々が集い、吾平地域の未来を担う子ども達のために、
私達大人ができることをより深く考える時間となりま
した。

　吾平中学校卒業後、鹿屋
中央高校レスリング部に入部
した大園悠真君。３月の卒業
を前に大相撲の伊勢ヶ濱部
屋に入門して、大隅富士（お
おすみふじ）という四股名で
序の口としてデビューしまし
た。初土俵は 11 月でした。
我らが郷土力士『大隅富士』
を応援しましょう。

吾平出身力士・大隅富士誕生
　益田班の山本信一です。
45 年に亘る不動産の仕事
をやめて一昨年、吾平に
帰ってきました。美しい町・
吾平で、親族の介護のかた
わら、鹿屋市国際交流協会
主催の英会話学習や「イン
グリッシュカフェ」で留学

生達との交流を楽しんでいます。仕事をやめる前ま
では、海外移住も考えていましたが、今は吾平に帰っ
て本当に良かったと思っています。
　日本語では老後のことを「余生」とも言いますが、
英語では「ゴールデンイアーズ」と言っています。
残り少ない人生かもしれませんが、充実した「ゴー
ルデンイアーズ」を楽しんでいけたらと考えていま
す。

吾平に帰ってきました！
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①写真グループ員を募集します！
　「吾平地域 行事カレンダー」に載せる写真集め
のために、写真愛好家のグループを作りたいと考
えています。そのため、数名のグループ員を募集
します。

②「うがやくん」着用人を募集します！
　美里吾平イメージキャラクター「うがやくん」
の着用人と介添え人を募集します。今後は数名の
着用人グループをつくり、都合のつく方に着用人
になっていただきたいと考えています。
※�上記の募集に興味を持たれた方は、当事務局ま
でご連絡ください。（℡58-6566）

　 今回は記事が多いため、「うがやくんの冒険」を
はじめ、いくつかの候補記事が次回に繰り越しとな
りました。
　これまで編集を担当していた松本功次郎氏（地域
おこし協力隊員）が１月末に退職しましたので、残
るメンバーで充実した内容の紙面になるよう努めま
す。

編集後記 ( 朝倉 )

期日 行事予定 場所 問合せ先

3 月　8日 木 戦没者合同慰霊祭 鵜戸神社 社協吾平支所 ☎ 58-8860

3 月 13日 火 中学校卒業式 吾平中学校 吾平中学校 ☎ 58-7126

3 月 15日 木 コミ協　臨時総会 吾平振興会館 当事務局 ☎ 58-6566

3 月 16日 金 ほたる号来所 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380

3 月 22日 木 小学校卒業式 各小学校 各小学校

3月 25日 日 春恋さくら祭り 吾平山上陵 鶴峰東町内会

4月　6日 金 小・中学校入学式 各小・中学校 各小・中学校

4月　8日 日 神野中岳山開きトレッキング 神野地区 鹿屋市観光協会 ☎ 41-7010

行事予定

協力者募集



12 月16日（土）、
吾平町商店街で「第
3回商店街ナイトバ
ザール」が開催され、
約300名の来場があ
りました。この催し

は、美里吾平コミュニティ協議会商店街活性化グルー
プが企画したもので、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。
　特設会場では、吾平小学校合唱部やいずみ幼稚園
児の皆さん、坂中慈子さんによる街角うたごえ喫茶
などもあり、来場者も参加できる楽しいイベントに
なりました。

　１月13日（土）、14日（日）の２日間「名物あい
ら木市祭」が行われました。本年度も会場は吾平町
商店街を歩行者天国として、舞台では太鼓の演奏、
ダンス、そば切り踊り、ひょっとこ踊りなど地元演
芸を始め、会場内では商工会理事・青年部・女性部・
美里あいらイメージキャラクターうがやくんによる

「新春紅白振る舞
い餅」などの催
し物で大いに盛
り上がりました。

　２月４日（日）、「第24回美里あいら心わくわくウォーキング大会」
が開催されました。鹿屋市内外から546名が参加して、県立大隅
広域公園周辺の5kmコースと8kmコースをウォーキングし、黒羽
子観光農園や吾平山上陵などの景色や参加者同士の交流も楽しみま
した。参加者にはタオルと協賛店で使える割引券が配られ、お楽し
み抽選会では沢山の景品を前にして、悲喜こもごもの結果に、大い
に賑わいました。

　１月６日（土）、吾平地区生涯学習推進協議会主
催の「新春餅つき大会」が開催されました。杵と臼
に大苦戦の子ども達でしたが、地域女性団体の方々
が作った白餅・よもぎ餅・ねったぼ・ぜんざいなど
を美味しそうに頬張っていました。

　「平成 30 年吾平
地域新成人の集い」
が、1 月 2 日 JA 肝
付吾平町の２階で厳
粛な中にも華やかに
行われました。
　当日は、天候にも恵まれ、保護者が中心となった
実行委員会主催で行われました。艶やかな和服に身
を包み、またスーツを着こなした新成人は凛々しくも
微笑ましいものでした。
　新成人を代表して柿内泰貴さんと二間瀬紗耶さん
が、これまで育てていただいた親・友人・先生、そし
て地域の皆様に感謝の気持ちを忘れず困難を乗り越
えていきたいと誓いのことばを力強く述べました。

　12月9日（土）、「第2回親子で学ぼう吾平史跡
巡り」を開催し、34名の参加がありました。今回
は下名地区の史跡8ヶ所を巡りました。市文化財セ
ンター職員の分かりやすい案内で、親子で吾平の歴
史を学ぶことが出来ました。昼食はコミュニティ協
議会プロジェクトチーム女性部の皆さんが、下名西
地区ふれあい
センターで豚
汁とおにぎり
を振る舞い、
みんなでおい
しくいただき
ました。

　２月11日（日）に、吾平山上陵で「建国記念の日」
の式典が、鹿屋市長、市議会議員、町内会長、各種
団体長など約50名が参加して行われました。
　式典では、恒例の合同参拝や式辞の後で、吾平光
吟会と吾平詩吟同好会による献吟がありました。最
後は全員で万歳三唱をして、建国記念の日を祝いま
した。

　１月４日（木）、吾平地区生涯学習推進協議会主
催の「新春書き初め会」が、墨羊会の永田稔先生の
指導のもと開催されました。当日は小学生ら29名
が参加し、課題の文字の基本点画に注意しながら熱
心に作品を仕上げていました。作品の中から、金賞
３名、銀賞５名が選ばれ賞品が授与されました。

　１月6日（土）に鶴峰中地区と鶴峰東、1月13
日（土）に鶴峰西と下名東の各町内会で「鬼火焚き」
が行われました。邪気を払うといわれる竹のはぜる
音が暗闇に響き渡りました。点火後は、豚汁やぜん
ざいがふるまわれ、大人も子どもも交流を楽しみま
した。昨年に引き続き、鶴峰中には中央麓地区町内
会のそば切り踊り保存会の子どもたちと保護者が参
加して、そば切り踊りを披露し交流を深めました。

商店街ナイトバザール
名物あいら木市祭

早春の吾平を歩く

新春餅つき大会

晴れやかな二十歳の門出

親子で吾平史跡めぐり
建国記念の日式典

短期講座「新春書初め会」

鬼火焚き

おめでとう！
読書ボランティアグループ『ハッピースマイル』が団体賞受賞

　くるりんバスの停留所が昨年10月より振興会館に
出来、便利になりました！くるりんバスで図書室 (振
興会館)に行ってみませんか。図書室にはベストセラー
本や雑誌などたくさんの本が並んでいます。
　火曜と木曜はくるりんバスを利用して図書室で本を
読んだり、借りたりしてみませんか。どなたでもご利
用できます。

　１月20日（土）鹿屋市教育委員会が表彰する『平成29年度鹿屋市優良社会教育団体賞』を読書ボランティ
アグループ『ハッピースマイル』が受賞しました。永年にわたって活動している幼稚園や小学校への訪問
や読み聞かせ、お話会などのボランティア活動が評価されたものです。なお、今回の受賞は昨年11月に県
図書館大会において表彰された『平成29年度優良読書グループ賞』に続いての快挙です。

火曜日と木曜日は
くるりんバスで図書室へ行こう特集

　『西郷どん』・ＮＨＫ『きょうの料理』・『趣
味の園芸』・『すてきにハンドメイド』などの
他、最新のベストセラー本も揃えています。
予約も出来ます。
★５冊まで借りることが出来ます。
★�貸出しは最長15日間。ゆっくり本を楽しめます。

オススメ本

祝

平成 29年 12月・平成 30年１月・２月に行われた
できごと

図書室（吾平振興会館内）
利用時間

【平　日】　8：30～19：00
【土日祝】10：00～16：00
●休館日のお知らせ
　３月５日（月）～３月９日（金）
　蔵書点検の為おやすみとなります。



12 月16日（土）、
吾平町商店街で「第
3回商店街ナイトバ
ザール」が開催され、
約300名の来場があ
りました。この催し

は、美里吾平コミュニティ協議会商店街活性化グルー
プが企画したもので、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。
　特設会場では、吾平小学校合唱部やいずみ幼稚園
児の皆さん、坂中慈子さんによる街角うたごえ喫茶
などもあり、来場者も参加できる楽しいイベントに
なりました。

　１月13日（土）、14日（日）の２日間「名物あい
ら木市祭」が行われました。本年度も会場は吾平町
商店街を歩行者天国として、舞台では太鼓の演奏、
ダンス、そば切り踊り、ひょっとこ踊りなど地元演
芸を始め、会場内では商工会理事・青年部・女性部・
美里あいらイメージキャラクターうがやくんによる

「新春紅白振る舞
い餅」などの催
し物で大いに盛
り上がりました。

　２月４日（日）、「第24回美里あいら心わくわくウォーキング大会」
が開催されました。鹿屋市内外から546名が参加して、県立大隅
広域公園周辺の5kmコースと8kmコースをウォーキングし、黒羽
子観光農園や吾平山上陵などの景色や参加者同士の交流も楽しみま
した。参加者にはタオルと協賛店で使える割引券が配られ、お楽し
み抽選会では沢山の景品を前にして、悲喜こもごもの結果に、大い
に賑わいました。

　１月６日（土）、吾平地区生涯学習推進協議会主
催の「新春餅つき大会」が開催されました。杵と臼
に大苦戦の子ども達でしたが、地域女性団体の方々
が作った白餅・よもぎ餅・ねったぼ・ぜんざいなど
を美味しそうに頬張っていました。

　「平成 30 年吾平
地域新成人の集い」
が、1 月 2 日 JA 肝
付吾平町の２階で厳
粛な中にも華やかに
行われました。
　当日は、天候にも恵まれ、保護者が中心となった
実行委員会主催で行われました。艶やかな和服に身
を包み、またスーツを着こなした新成人は凛々しくも
微笑ましいものでした。
　新成人を代表して柿内泰貴さんと二間瀬紗耶さん
が、これまで育てていただいた親・友人・先生、そし
て地域の皆様に感謝の気持ちを忘れず困難を乗り越
えていきたいと誓いのことばを力強く述べました。

　12月9日（土）、「第2回親子で学ぼう吾平史跡
巡り」を開催し、34名の参加がありました。今回
は下名地区の史跡8ヶ所を巡りました。市文化財セ
ンター職員の分かりやすい案内で、親子で吾平の歴
史を学ぶことが出来ました。昼食はコミュニティ協
議会プロジェクトチーム女性部の皆さんが、下名西
地区ふれあい
センターで豚
汁とおにぎり
を振る舞い、
みんなでおい
しくいただき
ました。

　２月11日（日）に、吾平山上陵で「建国記念の日」
の式典が、鹿屋市長、市議会議員、町内会長、各種
団体長など約50名が参加して行われました。
　式典では、恒例の合同参拝や式辞の後で、吾平光
吟会と吾平詩吟同好会による献吟がありました。最
後は全員で万歳三唱をして、建国記念の日を祝いま
した。

　１月４日（木）、吾平地区生涯学習推進協議会主
催の「新春書き初め会」が、墨羊会の永田稔先生の
指導のもと開催されました。当日は小学生ら29名
が参加し、課題の文字の基本点画に注意しながら熱
心に作品を仕上げていました。作品の中から、金賞
３名、銀賞５名が選ばれ賞品が授与されました。

　１月6日（土）に鶴峰中地区と鶴峰東、1月13
日（土）に鶴峰西と下名東の各町内会で「鬼火焚き」
が行われました。邪気を払うといわれる竹のはぜる
音が暗闇に響き渡りました。点火後は、豚汁やぜん
ざいがふるまわれ、大人も子どもも交流を楽しみま
した。昨年に引き続き、鶴峰中には中央麓地区町内
会のそば切り踊り保存会の子どもたちと保護者が参
加して、そば切り踊りを披露し交流を深めました。

商店街ナイトバザール
名物あいら木市祭

早春の吾平を歩く

新春餅つき大会

晴れやかな二十歳の門出

親子で吾平史跡めぐり
建国記念の日式典

短期講座「新春書初め会」

鬼火焚き

おめでとう！
読書ボランティアグループ『ハッピースマイル』が団体賞受賞

　くるりんバスの停留所が昨年10月より振興会館に
出来、便利になりました！くるりんバスで図書室 (振
興会館)に行ってみませんか。図書室にはベストセラー
本や雑誌などたくさんの本が並んでいます。
　火曜と木曜はくるりんバスを利用して図書室で本を
読んだり、借りたりしてみませんか。どなたでもご利
用できます。

　１月20日（土）鹿屋市教育委員会が表彰する『平成29年度鹿屋市優良社会教育団体賞』を読書ボランティ
アグループ『ハッピースマイル』が受賞しました。永年にわたって活動している幼稚園や小学校への訪問
や読み聞かせ、お話会などのボランティア活動が評価されたものです。なお、今回の受賞は昨年11月に県
図書館大会において表彰された『平成29年度優良読書グループ賞』に続いての快挙です。

火曜日と木曜日は
くるりんバスで図書室へ行こう特集

　『西郷どん』・ＮＨＫ『きょうの料理』・『趣
味の園芸』・『すてきにハンドメイド』などの
他、最新のベストセラー本も揃えています。
予約も出来ます。
★５冊まで借りることが出来ます。
★�貸出しは最長15日間。ゆっくり本を楽しめます。

オススメ本

祝

平成 29年 12月・平成 30年１月・２月に行われた
できごと

図書室（吾平振興会館内）
利用時間

【平　日】　8：30～19：00
【土日祝】10：00～16：00
●休館日のお知らせ
　３月５日（月）～３月９日（金）
　蔵書点検の為おやすみとなります。



なわとび 11連覇
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運営、進行により実施されました。また、出演した児
童は大勢の人がいる中で発表ができ、自信に繋げるこ
とができました。

　１月 14 日（日）、鹿屋市体育館で「なわとびチャン
ピオン大会」が行われ、吾平地域の 3 小学校からも多
くの児童が個人・団体戦に出場しました。
　個人戦では、前跳び、二重跳び、交差跳びなどの種
目で上位入賞を果たしました。
　団体戦では、吾平小学校が昨年まで 10 連覇中で、
伝統を守るために日々練習を重ねてきました。
　当日は大きなプレッシャーの中、練習の成果を十分
に発揮でき、吾平小 6 年生 A チームが見事に 11 連
覇を達成し、5 年生のチャレンジ吾平チームも 3 位に
入るなど輝かしい成績を収めました。

　2 月 10 日（土）、吾平地域教育講演会が吾平振興
会館で開催されました。
　「子どもが輝く未来の子育て環境としての学校・地
域を考える」をテーマに、鹿児島大学准教授の金子満
先生をお迎えし、学校応援団・コミュニティスクール・
コミュニティ協議会・学校・家庭・地域住民の連携の
あり方についてご講演をいただきました。

　当日は、学校応援団支援ボランティアの皆さんや各
小中学校ＰＴＡ、道徳教育振興会関係者等約 70 名の
方々が集い、吾平地域の未来を担う子ども達のために、
私達大人ができることをより深く考える時間となりま
した。

　吾平中学校卒業後、鹿屋
中央高校レスリング部に入部
した大園悠真君。３月の卒業
を前に大相撲の伊勢ヶ濱部
屋に入門して、大隅富士（お
おすみふじ）という四股名で
序の口としてデビューしまし
た。初土俵は 11 月でした。
我らが郷土力士『大隅富士』
を応援しましょう。

吾平出身力士・大隅富士誕生
　益田班の山本信一です。
45 年に亘る不動産の仕事
をやめて一昨年、吾平に
帰ってきました。美しい町・
吾平で、親族の介護のかた
わら、鹿屋市国際交流協会
主催の英会話学習や「イン
グリッシュカフェ」で留学

生達との交流を楽しんでいます。仕事をやめる前ま
では、海外移住も考えていましたが、今は吾平に帰っ
て本当に良かったと思っています。
　日本語では老後のことを「余生」とも言いますが、
英語では「ゴールデンイアーズ」と言っています。
残り少ない人生かもしれませんが、充実した「ゴー
ルデンイアーズ」を楽しんでいけたらと考えていま
す。

吾平に帰ってきました！
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①写真グループ員を募集します！
　「吾平地域 行事カレンダー」に載せる写真集め
のために、写真愛好家のグループを作りたいと考
えています。そのため、数名のグループ員を募集
します。

②「うがやくん」着用人を募集します！
　美里吾平イメージキャラクター「うがやくん」
の着用人と介添え人を募集します。今後は数名の
着用人グループをつくり、都合のつく方に着用人
になっていただきたいと考えています。
※�上記の募集に興味を持たれた方は、当事務局ま
でご連絡ください。（℡58-6566）

　 今回は記事が多いため、「うがやくんの冒険」を
はじめ、いくつかの候補記事が次回に繰り越しとな
りました。
　これまで編集を担当していた松本功次郎氏（地域
おこし協力隊員）が１月末に退職しましたので、残
るメンバーで充実した内容の紙面になるよう努めま
す。

編集後記 ( 朝倉 )

期日 行事予定 場所 問合せ先

3 月　8日 木 戦没者合同慰霊祭 鵜戸神社 社協吾平支所 ☎ 58-8860

3 月 13日 火 中学校卒業式 吾平中学校 吾平中学校 ☎ 58-7126

3 月 15日 木 コミ協　臨時総会 吾平振興会館 当事務局 ☎ 58-6566

3 月 16日 金 ほたる号来所 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380

3 月 22日 木 小学校卒業式 各小学校 各小学校

3月 25日 日 春恋さくら祭り 吾平山上陵 鶴峰東町内会

4月　6日 金 小・中学校入学式 各小・中学校 各小・中学校

4月　8日 日 神野中岳山開きトレッキング 神野地区 鹿屋市観光協会 ☎ 41-7010

行事予定

協力者募集


