
第103号  令和３年２月26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
3 月 16 日 火 吾平中学校卒業式 吾平中学校 吾平中学校 ☎ 58-7126
3 月 17 日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
3 月 18 日 木 移動図書館（ほたる号）来所 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380
3 月 20 日 土 かのやおもちゃ病院 コミスポあいら おもちゃ病院（安田） ☎090-8391-9585
3 月 24 日 水 小学校卒業式 各小学校 各小学校
3 月 25 日 木 小中学校修了式 各小中学校 各小中学校
4 月　6 日 火 小中学校入学式 各小中学校 各小中学校
4 月 18 日 日 神野中岳山開き登山 神野地区 吾平総合支所 ☎ 58-7111

行事予定

Facebook
やってます

成人を迎えた皆さんおめでとうございます

吾平小学校創立150周年事業に向けて実行委員会を設立しました

例年開催されている、二十歳の集いは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止となりました。
式典開催に向け準備されていた、新成人の皆さんや、実行委員会の方々には大変残念であったと思います。
しかしながら、１月２日（土）小学校卒業時のタイムカプセルを開封するため、各小学校に集合し、懐
かしい思い出と、久しぶりの再会が実現し、懐かしい話に花が咲いていたようでした。
これからそれぞれの道を歩んでいかれると思いますが、夢と希望をもって大いにご活躍されることを期
待します。

吾平小学校は明治６年に創
立し、令和４年度に 150 周
年を迎えます。これまでの歴
史を振り返り、吾平小学校の
今後益々の繁栄を願うととも
に、多くの卒業生やこれまで
幅広く御支援いただいた地域
の方々の心の拠り所となるこ
とを目的に、150 周年記念
事業を行うための実行委員会を立ち上げました。１月 19日に設立総会が行われ、メンバーは保護者代表や
ＰＴＡ役員、OBの方など 30名で構成されており、実行委員長に前吾平小学校 PTA会長の上椙隆弘さん
が選ばれました。今後先輩方や地域の方のご支援ご協力を得ながら準備を進めてまいります。

下名小学校

神野小学校

中央麓地区町内会の海老
原さんが、県文化財功労者
表彰と鹿屋市社会教育功労
者表彰を受けられました。
海老原さんは永年にわたり
吾平地域の文化財保護行
政・普及活動に尽力し、旧
吾平町及び鹿屋市の文化財
保護審議委員として現在も
活躍されているほか、地域
や小学校での文化財活動な
どを通して、後進の育成に
も取り組まれるなど、市民
の模範となる取り組みを続
けられています。

海老原寛
ひろ

業
なり

さんが表彰されました

「生きる」を支える鹿屋市地域包括支援センター吾
平の高齢者の皆様、健康・介護のこと、認知症のこと、
入退院や施設のことなど気がかりや心配があったら地
域包括支援センターへご連絡ください。
穏やかに住み慣れた地域で暮らし続けるお手伝いを

いたします。
来所の他、訪問・電話での対応もします。相談は無

料でプライバシーは守ります。
連絡先：TEL 45-6969　
住　所： 鹿屋市吾平町麓 51-1
　　　　（吾平鉄道資料館跡）

鹿屋市地域包括支援センター 
からのお知らせ

旧スーパーおばま跡のコミスポ
吾平には現在、誰もが気軽に立ち
寄れて、自由に時間を過ごすこと
ができる居場所「茶のん家」が開
設されています。

開設時間は毎週火曜・木曜の10：00～16：00となっており、
100円カフェもあります。また、３月からは毎月第３土曜日に
おもちゃ病院が始まります。
今後、様々な活動を行っていく予定ですが、昨年末には男

塾メンバーによる門松づくりが行
われました。“茶のん家もりあげ隊”
のメンバーを中心に地域の課題な
どを共有し、助け合いが生まれる
ような場を目指していきます。

コミスポ吾平に「茶のん家」
が開設されました

黒羽子観光農園内のいちご農園が開園中です。イチ
ゴは甘くて美味しいだけではなく、ビタミンＣが豊富
で美肌効果や風邪予防はもちろん、腸内環境にも良い
とされているようですよ！小さい果物なのに栄養価は
抜群ですね。
開園時間：10：00 ～ 16：30（いちごは 4 月中旬まで）
販売価格：180 円 /100ℊ
種類：さがほのか

【お問い合せ】
　道下いちご農園
　TEL 090-7155-4603

イチゴ狩り体験はいかが？

※�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

　昨年から今年にかけて、コロナの影響で中止になったり、いつもと同じ様にできない行事がたくさんありますが、そ
の中でも特にこの時期、一生に一度しかない、修学旅行、卒業式、成人式など、節目となる思い出づくりがいつも通
りできないことは、本当に残念に思います。今号の吾平だよりでは、紙面で新成人をメインにご紹介しておりますので、
より多くの人に新たな門出をお祝いしてもらえたらと思います。

編集後記

吾平小学校

鶴峰小学校



１月７日（木）、数えで７
歳になる男の子、女の子の
成長を祝う、七草祝いが各
家庭で行われました。地域
では七草祝いのことを「な
なっげ」といい、お祝いさ
れる子どものことを親しみをこめ
て「ななっげさん」と呼んでいます。
今年、七

ななっげ

草祝いをした、中央町
地区の渡

わた

辺
なべ

旬
しゅん

君。
鵜戸神社に参拝した後、近所な

どを七軒まわり〖ななとこずし〗
という雑炊を貰いました。旬君は
「袴を着たらみんながカッコいいと
言ってくれた。嬉しい。」と元気に
話してくれました。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年の吾平山上陵の正月三が日はシャトルバスや露店の出
店もない初詣となりました。
また、感染予防のため、参拝を控える方が多かったこともあり、例年より参拝客が少ない年になりました。
また、鵜戸神社へは着物姿の新成人が参拝に来ていました。
「コロナが早く終息し、来年は賑わいますように。」

２月13日（土）、
第 68 回の県下
一周駅伝が鹿児
島市役所前をス
タートし、早春の
薩摩・大隅路を
参加12チームの
ランナーが駆け
抜けました。
16日には吾平の商店街を肝属チームの城ケ崎君が
爽快に走り抜けていきました。
今年はコロナの影響で沿道での応援自粛もあり、

少し寂しい感じがありましたが、地元チームの激走に
マスク姿のうがやくんが代表でみんなの思いをのせ
て応援していました。

伝統行事　七
な な っ げ

草祝い

12月 25日（金）、吾平町建設防災協力会による
各小学校の高木伐採などのボランティア作業が行わ
れました。
地域社会に貢献することを目的として、吾平地域

の建設業を営む18社が、建設機械を用いて普段で
きない作業に取り組んでいただき、子どもたちも安
心して新年の学校生活を始めることができました。

吾平町建設防災協力会がボランティア
安全で安心して暮らせる地域づくりのためにと、下

名西町内会池久保班の入佐六男さんから下名西町内会
へＬＥＤソーラー防犯灯100基の寄贈がありました。
寄贈された防犯灯はさっそく各班の皆さんにより、

設置されました。

今年も大隅広域公園
名物のジャンボ門松をは
じめとして、吾平町内に
は色々な所に門松が飾
られました。門松は、“お
正月にやってくる歳神さ
まが迷わず来ていただ
くための目印で、宿る依
り代になるものであり、
一年の幸せ（昔は五穀
豊穣）、長寿を願って飾
るもの ”と言う意味があ
るそうです。コロナ禍で
まだまだ先行きが不透
明な状況ですが、幸せ
な明るい一年となること
を願うばかりです。

入佐六男さんが100基の防犯灯を寄贈

門松で一年の幸せを願う

いつもと違う初詣

凧あげのお手伝い
1月29日（金）、地域のボランティアが学校支援
を行う「学校応援団」として吾平小学校１年生を対
象に行われた「凧あげ大会」のお手伝いをしました。
ボランティアの方達は凧のあげ方や糸のつけ方な

どを指導。糸を何度も絡ませるので四苦八苦されて
いました。
子どもたちは『凧が上がって楽しかった』とキラ

キラした笑顔で話していました。

新学期が始まった１月８日から15日まで「ひと
声添えたあいさつ運動」が実施されました。コロナ
禍のなか、例年とは違う自粛ムードの静かな新年の
始まりとなりましたが、子どもたちは地域の大人の
方が見守るなか、いつも通り元気に登校しあいさつ
を交わしていました。

（大隅広域公園）　

 （吾平小学校） 

（鵜戸神社）　

（吾平中学校）

（神野町内会入口）

（下名小学校）

ステイホームだからゆっくりと読書
　吾平振興会館内にある図書室内には約1万 4千冊の本が所せましと置かれています。大人気アニメ小説〖
鬼滅の刃 (小説版 )〗やＮＨＫ大河ドラマ『青天を衝け』その他、地域の歴史本などジャンルは多種多様。きっ
とあなたの読みたい本が見つかると思います。

静かな新年の始まり。コロナに
負けず吾平っ子は元気に登校

県下一周駅伝ランナー達が
吾平の町を駆け抜けました！

【利用内容】
★5冊まで借りることができます。
★�貸出期間は最長15日間。ゆっくりと本を楽しめ
ます。借りる場合は〖大隅広域図書ネットワーク
図書利用カード〗が必要です。お持ちでない方は
作成できますので、身分証明書をご持参ください。

【図書室オープン時間】
　平日　８：30～19：00／土日祝　10：00～16：00
※以下の日程は蔵書点検の為、お休みです。
　令和３年３月１日 ( 月 ) ～５日（金）
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の模範となる取り組みを続
けられています。
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「生きる」を支える鹿屋市地域包括支援センター吾
平の高齢者の皆様、健康・介護のこと、認知症のこと、
入退院や施設のことなど気がかりや心配があったら地
域包括支援センターへご連絡ください。
穏やかに住み慣れた地域で暮らし続けるお手伝いを

いたします。
来所の他、訪問・電話での対応もします。相談は無

料でプライバシーは守ります。
連絡先：TEL 45-6969　
住　所： 鹿屋市吾平町麓 51-1
　　　　（吾平鉄道資料館跡）

鹿屋市地域包括支援センター 
からのお知らせ

旧スーパーおばま跡のコミスポ
吾平には現在、誰もが気軽に立ち
寄れて、自由に時間を過ごすこと
ができる居場所「茶のん家」が開
設されています。

開設時間は毎週火曜・木曜の10：00～16：00となっており、
100円カフェもあります。また、３月からは毎月第３土曜日に
おもちゃ病院が始まります。
今後、様々な活動を行っていく予定ですが、昨年末には男

塾メンバーによる門松づくりが行
われました。“茶のん家もりあげ隊”
のメンバーを中心に地域の課題な
どを共有し、助け合いが生まれる
ような場を目指していきます。

コミスポ吾平に「茶のん家」
が開設されました

黒羽子観光農園内のいちご農園が開園中です。イチ
ゴは甘くて美味しいだけではなく、ビタミンＣが豊富
で美肌効果や風邪予防はもちろん、腸内環境にも良い
とされているようですよ！小さい果物なのに栄養価は
抜群ですね。
開園時間：10：00 ～ 16：30（いちごは 4 月中旬まで）
販売価格：180 円 /100ℊ
種類：さがほのか

【お問い合せ】
　道下いちご農園
　TEL 090-7155-4603

イチゴ狩り体験はいかが？

※�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

　昨年から今年にかけて、コロナの影響で中止になったり、いつもと同じ様にできない行事がたくさんありますが、そ
の中でも特にこの時期、一生に一度しかない、修学旅行、卒業式、成人式など、節目となる思い出づくりがいつも通
りできないことは、本当に残念に思います。今号の吾平だよりでは、紙面で新成人をメインにご紹介しておりますので、
より多くの人に新たな門出をお祝いしてもらえたらと思います。
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