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電話： 0994-58-6566

期日 行事予定 場所 問合せ先
5 月 15日 金 美里吾平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 16日 土 市民講座開講式 ※中止決定　（新型コロナウイルス感染拡大防止の為）
5月 20日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 58-7111
5 月 20日 水 高齢者大学開講式 ※中止の可能性あり 吾平振興会館 58-6036
6 月　1日 月 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 58-7111
6 月 17日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所　 58-7111
6 月 17日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 58-6036
6 月 21日 日 吾平地域子どもドッチビー大会 ※中止の可能性あり 吾平振興会館 58-6036

行事予定

コロナに負けるな！新学期開始で子どもたちが元気に登校

　吾平振興会館図書室の司書として２年間勤務しました藤崎です。この度、３月末をもちまして退職することとなり、
吾平だよりの編集委員としても最後となりました。出水市出身の私ですが、吾平の方々と関わっていくうちに、私の
中にまた一つふるさとができたように感じています。吾平山上陵へ続く桜道、姶良川沿いで盛り上がる花火大会、文
化に食に賑わう紅葉の時期、冬も様々なイベントで町を元気にしようと頑張られている姿を目にしてきました。吾平
の変わらない良さと、新しいことに取り組んでいかれる様子、みなさんのご活躍など、これからの吾平だよりの紙面
がたくさんの色で彩られることを期待しています。短い間でしたがありがとうございました。

編集後記 （藤崎）

4月6日から新学期が始まり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため長らく臨時休校となっていた子ど
もたちにとって久しぶりの登校となりました。新学期開始の1週間、「ひと声添えたあいさつ運動」も実施さ
れ地域の方々が通学路であいさつ運動と見守り活動を行いました。「うがやくん」も子どもたちを元気づける
ために吾平山上陵から降臨し、各小中学校の校門で子どもたちにハイタッチをして出迎えてくれました。コロ
ナの関係で色々と制限は続きますが、地域ぐるみで子どもたちを見守っていきましょう。

Facebook
やってます

スマホやタブレットは正しく使おう！吾平地域教育講演会
２月 19日 ( 水 )、吾平地域教育講演
会が吾平振興会館で開催されました。
「情報モラル教室～ネット依存と健
康被害～」と題してNPO法人ネット
ポリス鹿児島の戸髙成人氏をお迎え
し、講演が行われました。当日は小中
学校の先生や保護者、地域の方々 89
名が参加され、スマートフォンやタブ
レットの使いすぎによる体や成長への
悪影響の話に真剣に耳を傾けていまし
た。

　４月１日から、吾平地域の各小・中学校の校長先
生、教頭先生は下記のとおりとなりました。
　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	 深川　光久	 　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	 川路　貴広

　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。

■鹿屋市吾平総合支所……………… （℡…58-7111）
　地籍調査推進室　次　　長	 藺

い

牟
む

田
た

博文

■コミュニティセンター吾平振興会館	（℡…58-6036）
　　　　　　　　　館　　長	 貴島　正勝

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

令和２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

関東地区吾平会総会
日程延期のお知らせ

令和 2年 6月 14日（日）エクセルホテル東急に
て開催予定の「第 25回記念関東地区吾平会総会＆
懇親会」は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から令和 2年 11月 15日（日）に延期となりました。

美里吾平コミュニティ協議会は地域資源を生かし
た交流人口の増加や地域づくり、また、人が輝き、
安心して暮す事のできる「ふるさと」づくりのために
地域住民の皆さんと一緒になって話し合いや、イベ
ント開催等の活動をしております。
一緒に活動していただける会員を募集いたします

ので、ご参加いただける方は下記事務局までご連絡
ください！（まずはお問い合わせだけでも歓迎します）

☎	58-6566

吾平中学校

吾平小学校

鶴峰小学校

下名小学校

吾平のために

一緒に話し合いや
活動をしませんか！



４月１日から吾平物産館
つわぶきの管理者が下堀町
で「ごちそう屋」を営んで
いる東さんに変わりました。
従業員は４人で、厨房に

入る吾平出身のお母さんを
中心にアットホームな雰囲
気です。
食材は地元のものを使い、今後は自家栽培した季節の

野菜を取り入れる計画もあるようです。メニューはお弁
当７種類と定食18種類を準備しています。
看板メニューはみそうどん・カンパチカツカレーです。
お弁当は当日の９時30分までに連絡いただければ配

達OK。
鹿屋市役所（共栄町）までは配達可能です。
店頭販売もしています。

【料　　金】�お弁当450円（配達）　400円（店頭販売）　
定食800円前後～

【営業時間】9:00～17:00　（定休日　毎週水曜日）
法事や会議などにレストランの貸出にも相談に応

じます。お気軽に連絡ください。
℡�58-8907・携帯�080-5258-7685

3月12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68名、吾平小学
校49名、鶴峰小学校9名、
下名小学校12名の卒業生
が各学校の学びの舎を巣
立っていきました。新型コ
ロナウイルスの影響で式
典は縮小されてしまいま
したが、卒業生におかれま
しては、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。

湯遊ランドあいらの経営者が変更になりました
新しい指定管理者はＩＨＵ株式会社という都城に本

社があるフリーマガジンの発行、名刺・チラシ・看板
等のデザイン、ホームページ制作、イベントの企画・
主催等多くの事業を手掛けている会社です。館長は
昨年から引き続き運営管理を任されている方で、隔
月開催のグラウンドゴルフ大会も引き続き実施してい
くそうです。現在は新型コロナウイルスの関係で、宿
泊、宴会、会議等の利用は大きく減少しているそう
ですが、この現状が収束に向かった際は、温泉施設、
宿泊施設、会議場スペース、大小宴会、地元物産品
販売、テニスコート・グラウンドのレンタル等、どん
どん利用していただいて、町民の皆さんで盛りあげ
ていきましょう！

吾平物産館つわぶきの経営者が変更になりました

運転免許証を自主返納した方は「くるりんバス」
の運賃が最大３年間無料になります。
無料期間：	令和２年４月１日～令和５年３月31日

（３年間）
利用方法：	くるりんバス利用の際、運転免許自主返納

カード又は運転経歴証明書を乗務員に提示。
運転免許証を返納された方、この機会にぜひ「く

るりんバス」を利用してみませんか。

運転免許返納者は「くるりんバス」の運賃が無料に!!
3月 22日、コミュニティ

協議会おやじの会で商店街の
コケ除去作業を行いました。
これは歩行者の安全確保や環
境美化との思いから始まり、
2回目の取り組みです。

また、吾平山陵公園の桜を盛り上げようとライトアップの
設置を行いました。
短い期間ではありましたが、昼間とは違う美しい夜桜が見

られました。
コミ協おやじの会では小中

学校保護者などの有志の集まり
で地域のために何かできないか
と、定期的に話し合いを行い、
様々な取組みを行っています。

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 44 名、鶴峰小
学校１名、下名小学校17
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、大きな希
望を胸に抱いて元気に校
門をくぐりました。
今年度は新型コロナウ

イルスの影響もあり、縮
小した入学式でしたが、
笑顔で新しい学校生活の
スタートを切りました。

コミ協おやじの会、地域のためにがんばってます!!

喜びいっぱい　小中学校入学式

別れ、そして旅立ちへ　小中学校卒業式

うがやくんLINEスタンプありますよ！

吾平自然公園を彩る見事なシャクナゲ田植えを体験したよ。
毎年4月頃になると、神野の吾平自然公園のシャ

クナゲの花が見頃を迎えます。
シャクナゲは「花木の女王」と呼ばれているそう
で、もともとは高山の奥地にしか自生していなかっ
た為、なかなか目にする事ができないことと、その
美しい花から、手の届かない存在を表す「高嶺の花」
の語源とも言われているそうです。

吾平愛が止まらないあなた！うがやくんの LINE
スタンプありますよ。
LINEを利用している方は、LINEアプリからぜひ
購入してみてください。

新学期が始まった4月7日、鶴峰小学校の児童に
よる田植え体験が行われました。
これは鶴峰小学校の伝統行事となっており、毎年、

米作りを通して農作業体験を実施し、8月に稲刈りを
行い、収穫したもち米で秋に餅つき大会を実施してい
ます。
新1年生1名を含む全校生徒21名が参加し、田ん

ぼの泥に足を踏み入れ、保護者や農協職員の指導を受
けながら一生懸
命に田植えを体
験していました。
おいしいもち

米ができるとい
いですね。

吾平中卒業式

吾平小卒業式

鶴峰小卒業式

下名小卒業式

吾平中入学式

吾平小入学式

鶴峰小入学式

下名小入学式

振興会館のニューフェイス紹介
４月より、吾平振興会館の図書室

担当として永野美千代さんが着任し
ています。
よろしくお願い致します。

（永野）�本好きの子どもがもっと増
えるようにがんばります。いつでも図書室へ
遊びにきてくださいね。

永野さん


