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期日 行事予定 場所 問合せ先
10 月 28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
11 月　4日　 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
11 月　7日　 日 神野軽トラ市（14：30～） 中岳登山駐車場 吾平総合支所 ☎ 58-7111
11 月 20日 土 鹿屋おもちゃ病院 コミスポあいら おもちゃ病院 ☎ 090-8391-9585
11 月 25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
11 月 28日 日 吾平山上陵の四季を楽しむお茶会 吾平山陵公園 美里吾平コミュニティ協議会 ☎ 58-6566
12 月　2日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
12 月　3日 金 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-7111
12 月 18日 土 鹿屋おもちゃ病院 コミスポあいら おもちゃ病院 ☎ 090-8391-9585
12 月 21日 火 移動図書館ほたる号 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380
12 月 24日 金 小中学校終業式 各小中学校 各小中学校
12月 28日 火 官公庁仕事納め
※移動図書館ほたる号は時間変更になりました　⇒　10：00～ 10：30

※�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

四季を楽しむお茶会のお知らせ
吾平山上陵の四季を楽しむお茶会
～紅葉の中で、お茶しませんか～
日時	 	令和３年11月28日（日）
	 午前10時から午後３時まで
天候	 雨天中止（小雨でも中止）
場所	 吾平山陵公園
・	お茶会では抹茶をお出しします
（お菓子付き100円）
・	抹茶（お菓子付き）は先着300
名様とさせていただきます。
※�新型コロナウイルス感染の状況によっては、開催
を中止する事がありますのであらかじめ御了承く
ださい。

【お問合せ先】
　美里吾平コミュニティ協議会　☎0994-58-6566
　平日午前９時～午後５時

茶のん家で作った手作りかごを贈呈
10月5日（火）、居場所づくり「茶のん家」から
町内の福祉施設へ手作りかごが贈呈されました。こ
の手作りかごは、コミスポあいらで実施している「茶
のん家」に集まった女性の方々が始めた活動で、今
回60個のかごを、陵幸園と陵北荘に贈呈したもので
す。両施設の代表者は素敵なかごの贈り物にとても
喜んでおられました。
みなさんも、「茶のん家」で気楽におしゃべりして
仲間づくりし
てみませんか。
朝倉酒店前の
コミスポあい
らで毎週火・
木の10時から
16時まで実施
しています。

　さて鵜戸神社本殿です。昭和の社殿は１回目に紹介した大正
時代と同じく、鳥居から見て正面にありました。
その社殿は大正から改築されたかは不明ですが、同じように木
造でした。

　現在はコンクリート造になり、位置も鳥居から見て左側にあります。
　元々ここは八幡神社でしたが、明治６年頃吾平山陵にあった鵜戸
神社が破損したためこちらに移ってきて、その結果八幡神社は中福
良に移されました。
　神社から見ると、吾平の商
店街はこの神社から吾平中学
校まで真っ直ぐ道路が伸びて
います。藩政時代に八幡神社
があった頃の吾平の町は神社
を中心にした町だったことを思

わせます。旧吾平町誌に【「やぶさめ」は藩政時代　神社下から今の
鮫島商店までの道路で行われていたそうである】と記載されています。
当時は、近隣からたくさんの人々が「流鏑馬」見物に来て、とてもに
ぎわったものでしょう。（※鮫島商店は現在「ホームショップ丸万」になっています） 記事・写真提供：小手川清隆氏

吾平 まちあるきシリーズ③

鵜戸神社

冬の夜空を彩るたくさん
の星の数々。冬は空気が澄
んでいることから透明度が
上がり、スッキリとした綺
麗な星空を見ることができ
ます。
神野キャンプ場でキャンプをしながら「満天の星」

を楽しみませんか！
【問合せ先】　
　美里吾平コミュニティ協議会
　℡0994-58-6566
　平日の午前９時から午後５時まで

わが町吾平町のパワースポット

神話フェス「天孫降臨」

「吾平町３大パワースポット」として、吾平山上陵、神野渓谷、立神公園（神社）があります。
吾平山上陵の荘厳さ、神野渓谷のマイナスイオン豊富な癒し、立神公園（神社）の神秘さと造形美など、

「吾平町独自の歴史や自然環境が発するパワー」で日常生活でのストレスなどから解放される空間を体験さ
れてみてはどうでしょうか。

10月12日（火）、振興会館において、神話フェス「天孫
降臨」が開催されました。
吾平町はウガヤフキアエズノミコトとその妻玉

たま

依
より
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陵があり、その子供ワカミケヌノミコト、後の初代神武天
皇の生育の地、またその妻吾
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ら
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媛
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などが祭神の神社も多
く、まさに神話を語る聖地、「神話の里」ともいえる町です。

新型コロナ対策を取りながらの久しぶりのイベントには町内外から 200 名の観客を迎
え、隼人神楽や劇団ニライスタジオの創作芸能、シンガーソングライターの Y

ユ リ

ULY さんに
よる神話の歌、柴田美保子さんによる市川森一の「古事記天語り」が披露され、観客の皆
さんは神話を堪能されたようでした。
このイベントはNPO法人「神

かみ

代
よ

の守
も

り人
びと

」が主催されましたが、今後、神話も大きな
力として吾平町の地域活性化に取り入れる必要があると思います。

10月５日（火）、吾平中学校の１年生が鵜戸神社の清
掃活動を行いました。この活動は「地域とつながる学習」
という授業の一環で実施され、学校で吾平山上陵にまつ
わる神話や史跡について勉強した後に行われ、吾平のこ
とを知り、郷土愛を育むとても意義ある学習になっていま
す。うがやくんもお礼に生徒のみんなにあいさつに来ま

した。また、翌日
には吾平山陵公園
の清掃も行ってく
ださいました。「み
んなありがとー」
（byうがやくん）

吾平中学校ボランティア清掃活動 冬のキャンプを神野で楽しみませんか！

神野渓谷 吾平山上陵 立神公園（神社）鶴峰西町内会

鵜戸神社

流鏑馬通り

行事予定



【お問合わせ】
かのや移住サポートセンター（鹿屋市役所  地域活力推進課）
　電話：0994-45-6930　メール：chiiki@city.kanoya.lg.jp
鹿屋市吾平総合支所  住民サービス課
　電話：0994-58-7111

鹿屋市 空き家等バンク制度

手続きの流れ

んだもしたん！？

鹿屋市の移住に関する情報は
「かのやで暮らす」でGet！

メールやLINEでも相談できます。

空き家・空き店舗を

家財処分費補助

住宅改修補助

引越し費用補助

□貸したい方、売りたい方

□借りたい方、買いたい方

空き家等バンクに登録したいけれど、 屋内

にある家具等の処分が進まない場合等は、

３年以上登録することを条件に、 処分費用

の補助制度があります。

（処分経費の2/3　上限 5万円）

賃貸の場合で、 所有者又は移住者が改修する際で、 必要

な条件を満たせば対象経費の２分の１について、

・専門業者に依頼して改修する場合は、同一の

登録物件につき通算50万円

・自分で改修(DIY)する場合は、１契約につき１回限

り上限30万円の補助を受けることができます。

県外や県内離島からの移住者が鹿屋市に引越しをする

際、補助金が交付されます。（補助率1/2　上限5万円）

①　空き家等バンクへの物件登録を行います。
②　市の担当者が現地調査を行います。
③　市のホームページなどで、物件の情報提

供を行います。
④　利用希望の申込みがあった場合、物件所
有者等へ市から連絡し、宅地建物取引業
協会の業者仲介による交渉となります。

①　利用希望物件があった場合空き家等バン
クへ利用登録を行います。

②　空き家・空き店舗情報や移住に関する相
談を行います。

　　（市相談員が対応）
③　現地見学を行います。
　　（市相談員・宅建業者が対応）
④　契約交渉を行います。
　　（宅建業者が仲介）
⑤　契約成立
⑥　鹿屋市へ移住
　　（補助制度は左記のとおり）

手続きの流れ

　市内にある空き家・空き店舗を有効に活用するため、市外の移住希望者に対し、市がホームページ上で
物件情報を提供し、移住・定住を促進することで、地域の活性化を図ろうとする制度です。ご近所にある
空き家や、身内が住んでいた住宅など、少し手を加えれば住めそうな物件がありましたら、不動産屋さん
への相談と併せて、まずはお電話でご相談ください。

生まれも育ちも東京の私達夫婦は、人と人の間をすり抜けて早足で歩くこと
があたりまえになっていたことに気付いたとき、空気が美味しくて景色の良い
所で、のんびりとした時間を過ごしたい。
また、子供や孫達に田舎を作ってあげたいと思う様になったのです。
そして、移住先を探しながら今年の2月に鹿児島を訪れ、特に “ここ ”といった場所も決まらないまま帰ろ

うと空港に向かいましたが、その時とうとう見つけてしまったのが、この鹿屋でした。
その時の景色が、真っ青な空と太陽に照らされる緑がずーっと遠くまで見渡せる本当に素晴らしい光景で

した。そこから、少し車を走らせるとたくさんのお店が建ち並ぶ街を見たの
です。
広い空と広大な景色、街も含めてちょうど良いバランスの鹿屋に見事に魅

せられてしまいました。
私達夫婦が魅せられた鹿屋は、広々とした景色と広い空、のんびりとした
空気感が素晴らしいだけではなく、子どもたちを含めた温かい人間性に安心
することができる住みやすい鹿屋。
そしてお肉がとても美味しい（太りました（笑））鹿屋でした。　
鹿屋に移住を決めてよかった！！

　消防団は、地域における消防防災のリーダーとして火災や風水害、行方不明
者が発生した場合の捜索活動など、不測の事態が発生した際には、まっ先に出
動し、消防署などと協力して住民の安全と安心を守る役割を担っています。
　鹿屋市消防団吾平方面隊では、令和３年10月１日現在113名（うち女性４
名）の消防団員が活動しており、職種も農業・会社員・自営業など様々です。
　あなたの力を地域の安全・安心に生かしてみませんか。

令和３年	秋の全国火災予防運動		11月９日～15日　全国統一防火標語「おうち時間�家族で点検�火の始末」

吾
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は吾平町への移住を目的とした体験住宅です。近くにはコンビニ、
銀行、郵便局、病院等がありとっても便利。車で少し走れば海・山・川、豊
かな自然が一杯。
【利用料金】2000円 /日（1人でも多人数でも同額）
詳細は美里吾平コミュニティ協議会にお問合せください。☎0994-58-6566

わがまちを守る消防団員を募集‼

移住してきました

消防団 Face to face
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●所属分団　上名分団
●入　団　日　令和２年７月１日
●職　　業　会社員
●町　内　会　中央町
●�先輩に誘われて入団しました。
地域の皆さまのお役に立てるよ
う頑張ります。

中
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むら

 賢
まさ
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●所属分団　吾平中央分団
●入　団　日　令和２年 12月１日
●職　　業　畜産業（養豚）
●町　内　会　中央麓
●�先輩に誘われて入団しました。
地域に貢献できるよう精一杯頑
張ります。

　年齢 18歳以上で、市内に居住または勤務
し、健康な方であれば消防団に加入できま
す。興味のある方は、鹿屋市吾平総合支所
住民サービス課（☎ 0994-58-7111）また
は、お近くの消防団員までご連絡ください。

火災防ぎょ訓練

火災防ぎょ訓練 規律訓練規律訓練

移住して来られた佐藤さん夫婦
：吾平町在住（空き家バンク利用）

鹿屋に移住を
決めてよかった !!

図書室へ行こう！
振興会館内にある図書室。子どもから大人までが楽しめる本がたくさ

ん置かれています。
秋のおうち時間はゆっくりと本を楽しんでください。

★親子で楽しむ…	 「東大ナゾトレ　６」
★大人気のテレビアニメ…	「ふしぎ駄菓子屋　銭天堂」
★簡単工作に…	 「大へんしん　切り絵あそび」
★吾平町の野鳥観察に…	 「身近な「鳥」の生きざま事典」

　他にも絵本、歴史本など数多く取り揃えております。
　気軽にいらしてくださいね。
図書室オープン時間：	平日８：30～19：00　土日祝10：00～16：00
※借りる場合は「大隅広域図書館ネットワーク』の図書カードが必要です。

おすすめ

本移住体験住宅『吾
あい

楽
らい

暮
く

』をご存知ですか？



【お問合わせ】
かのや移住サポートセンター（鹿屋市役所  地域活力推進課）
　電話：0994-45-6930　メール：chiiki@city.kanoya.lg.jp
鹿屋市吾平総合支所  住民サービス課
　電話：0994-58-7111
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動し、消防署などと協力して住民の安全と安心を守る役割を担っています。
　鹿屋市消防団吾平方面隊では、令和３年10月１日現在113名（うち女性４
名）の消防団員が活動しており、職種も農業・会社員・自営業など様々です。
　あなたの力を地域の安全・安心に生かしてみませんか。

令和３年	秋の全国火災予防運動		11月９日～15日　全国統一防火標語「おうち時間�家族で点検�火の始末」

吾
あい

楽
らい

暮
く

は吾平町への移住を目的とした体験住宅です。近くにはコンビニ、
銀行、郵便局、病院等がありとっても便利。車で少し走れば海・山・川、豊
かな自然が一杯。
【利用料金】2000円 /日（1人でも多人数でも同額）
詳細は美里吾平コミュニティ協議会にお問合せください。☎0994-58-6566

わがまちを守る消防団員を募集‼

移住してきました

消防団 Face to face

濵
はま

田
だ

 雄
ゆう

基
き

さん（33）

●所属分団　上名分団
●入　団　日　令和２年７月１日
●職　　業　会社員
●町　内　会　中央町
●�先輩に誘われて入団しました。
地域の皆さまのお役に立てるよ
う頑張ります。

中
なか

村
むら

 賢
まさ

宏
ひろ

さん（29）

●所属分団　吾平中央分団
●入　団　日　令和２年 12月１日
●職　　業　畜産業（養豚）
●町　内　会　中央麓
●�先輩に誘われて入団しました。
地域に貢献できるよう精一杯頑
張ります。

　年齢 18歳以上で、市内に居住または勤務
し、健康な方であれば消防団に加入できま
す。興味のある方は、鹿屋市吾平総合支所
住民サービス課（☎ 0994-58-7111）また
は、お近くの消防団員までご連絡ください。

火災防ぎょ訓練

火災防ぎょ訓練 規律訓練規律訓練

移住して来られた佐藤さん夫婦
：吾平町在住（空き家バンク利用）

鹿屋に移住を
決めてよかった !!

図書室へ行こう！
振興会館内にある図書室。子どもから大人までが楽しめる本がたくさ

ん置かれています。
秋のおうち時間はゆっくりと本を楽しんでください。

★親子で楽しむ…	 「東大ナゾトレ　６」
★大人気のテレビアニメ…	「ふしぎ駄菓子屋　銭天堂」
★簡単工作に…	 「大へんしん　切り絵あそび」
★吾平町の野鳥観察に…	 「身近な「鳥」の生きざま事典」

　他にも絵本、歴史本など数多く取り揃えております。
　気軽にいらしてくださいね。
図書室オープン時間：	平日８：30～19：00　土日祝10：00～16：00
※借りる場合は「大隅広域図書館ネットワーク』の図書カードが必要です。

おすすめ

本移住体験住宅『吾
あい

楽
らい

暮
く

』をご存知ですか？
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期日 行事予定 場所 問合せ先
10 月 28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
11 月　4日　 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
11 月　7日　 日 神野軽トラ市（14：30～） 中岳登山駐車場 吾平総合支所 ☎ 58-7111
11 月 20日 土 鹿屋おもちゃ病院 コミスポあいら おもちゃ病院 ☎ 090-8391-9585
11 月 25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
11 月 28日 日 吾平山上陵の四季を楽しむお茶会 吾平山陵公園 美里吾平コミュニティ協議会 ☎ 58-6566
12 月　2日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
12 月　3日 金 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-7111
12 月 18日 土 鹿屋おもちゃ病院 コミスポあいら おもちゃ病院 ☎ 090-8391-9585
12 月 21日 火 移動図書館ほたる号 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380
12 月 24日 金 小中学校終業式 各小中学校 各小中学校
12月 28日 火 官公庁仕事納め
※移動図書館ほたる号は時間変更になりました　⇒　10：00～ 10：30

※�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

四季を楽しむお茶会のお知らせ
吾平山上陵の四季を楽しむお茶会
～紅葉の中で、お茶しませんか～
日時	 	令和３年11月28日（日）
	 午前10時から午後３時まで
天候	 雨天中止（小雨でも中止）
場所	 吾平山陵公園
・	お茶会では抹茶をお出しします
（お菓子付き100円）
・	抹茶（お菓子付き）は先着300
名様とさせていただきます。
※�新型コロナウイルス感染の状況によっては、開催
を中止する事がありますのであらかじめ御了承く
ださい。

【お問合せ先】
　美里吾平コミュニティ協議会　☎0994-58-6566
　平日午前９時～午後５時

茶のん家で作った手作りかごを贈呈
10月5日（火）、居場所づくり「茶のん家」から
町内の福祉施設へ手作りかごが贈呈されました。こ
の手作りかごは、コミスポあいらで実施している「茶
のん家」に集まった女性の方々が始めた活動で、今
回60個のかごを、陵幸園と陵北荘に贈呈したもので
す。両施設の代表者は素敵なかごの贈り物にとても
喜んでおられました。
みなさんも、「茶のん家」で気楽におしゃべりして
仲間づくりし
てみませんか。
朝倉酒店前の
コミスポあい
らで毎週火・
木の10時から
16時まで実施
しています。

　さて鵜戸神社本殿です。昭和の社殿は１回目に紹介した大正
時代と同じく、鳥居から見て正面にありました。
その社殿は大正から改築されたかは不明ですが、同じように木
造でした。

　現在はコンクリート造になり、位置も鳥居から見て左側にあります。
　元々ここは八幡神社でしたが、明治６年頃吾平山陵にあった鵜戸
神社が破損したためこちらに移ってきて、その結果八幡神社は中福
良に移されました。
　神社から見ると、吾平の商
店街はこの神社から吾平中学
校まで真っ直ぐ道路が伸びて
います。藩政時代に八幡神社
があった頃の吾平の町は神社
を中心にした町だったことを思

わせます。旧吾平町誌に【「やぶさめ」は藩政時代　神社下から今の
鮫島商店までの道路で行われていたそうである】と記載されています。
当時は、近隣からたくさんの人々が「流鏑馬」見物に来て、とてもに
ぎわったものでしょう。（※鮫島商店は現在「ホームショップ丸万」になっています） 記事・写真提供：小手川清隆氏

吾平 まちあるきシリーズ③

鵜戸神社

冬の夜空を彩るたくさん
の星の数々。冬は空気が澄
んでいることから透明度が
上がり、スッキリとした綺
麗な星空を見ることができ
ます。
神野キャンプ場でキャンプをしながら「満天の星」

を楽しみませんか！
【問合せ先】　
　美里吾平コミュニティ協議会
　℡0994-58-6566
　平日の午前９時から午後５時まで

わが町吾平町のパワースポット

神話フェス「天孫降臨」

「吾平町３大パワースポット」として、吾平山上陵、神野渓谷、立神公園（神社）があります。
吾平山上陵の荘厳さ、神野渓谷のマイナスイオン豊富な癒し、立神公園（神社）の神秘さと造形美など、

「吾平町独自の歴史や自然環境が発するパワー」で日常生活でのストレスなどから解放される空間を体験さ
れてみてはどうでしょうか。

10月12日（火）、振興会館において、神話フェス「天孫
降臨」が開催されました。
吾平町はウガヤフキアエズノミコトとその妻玉

たま

依
より

姫
ひめ

の御
陵があり、その子供ワカミケヌノミコト、後の初代神武天
皇の生育の地、またその妻吾

あい

平
ら

津
つ

媛
ひめ

などが祭神の神社も多
く、まさに神話を語る聖地、「神話の里」ともいえる町です。

新型コロナ対策を取りながらの久しぶりのイベントには町内外から 200 名の観客を迎
え、隼人神楽や劇団ニライスタジオの創作芸能、シンガーソングライターの Y

ユ リ

ULY さんに
よる神話の歌、柴田美保子さんによる市川森一の「古事記天語り」が披露され、観客の皆
さんは神話を堪能されたようでした。
このイベントはNPO法人「神

かみ

代
よ

の守
も

り人
びと

」が主催されましたが、今後、神話も大きな
力として吾平町の地域活性化に取り入れる必要があると思います。

10月５日（火）、吾平中学校の１年生が鵜戸神社の清
掃活動を行いました。この活動は「地域とつながる学習」
という授業の一環で実施され、学校で吾平山上陵にまつ
わる神話や史跡について勉強した後に行われ、吾平のこ
とを知り、郷土愛を育むとても意義ある学習になっていま
す。うがやくんもお礼に生徒のみんなにあいさつに来ま

した。また、翌日
には吾平山陵公園
の清掃も行ってく
ださいました。「み
んなありがとー」
（byうがやくん）

吾平中学校ボランティア清掃活動 冬のキャンプを神野で楽しみませんか！

神野渓谷 吾平山上陵 立神公園（神社）鶴峰西町内会

鵜戸神社

流鏑馬通り

行事予定


