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期日 行事予定 場所 問合せ先
9 月　1 日 火 小中学校始業式 各小中学校 各小中学校
9 月 13 日 日 吾平中学校体育大会 吾平中学校 吾平中学校 ☎ 58-7126
9 月 16 日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
9 月 27 日 日 小学校運動会 各小学校 各小学校

10 月　2 日 金 人権相談 ※中止決定 吾平総合支所 ☎ 58-7111
10 月 11 日 日 関西吾平会総会 ※中止決定（書面総会） 吾平総合支所 ☎ 58-7111
10 月 18 日 日 美里あいら体育大会 ※中止決定 吾平振興会館 ☎ 58-6036
10 月 21 日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111

  10 月 31 日 土 美里あいら文化祭（展示） ※中止決定 吾平振興会館 ☎ 58-603611 月　1 日 日 美里あいら文化祭 ※中止決定

行事予定

　吾平だよりは今回で節目となる第 100 号と言う事ですが、コロナの影響により、色々
な行事が中止となり、お伝えする記事も少ない事もあり、今回は今までの吾平だよりの
あゆみと言う事で第１号の発行から過去の節目となる記事を特集してみました。

編集後記

Facebook
やってます

吾平だよりのあゆみ ～ 過去の記事を紹介 ～

美里吾平だより第100号記念特集美里吾平だより第100号記念特集⑴⑴

誰もが気軽に立ち寄れる居場所
「茶

ちゃ

のん家
け

」準備中
住民による危険箇所の点検を行いました

関東・関西吾平会から鹿屋市豪雨災害に寄付
吾平町出身者で組織する関東

地区吾平会及び関西吾平会の両
ふるさと会から、今回の７月豪
雨により発生した多大な被害に
対しまして、ふるさとを想う温

かいお気持ちからそれぞれ10万円と、関東地区の田邊勉会
長、関西の田原博会長からは３万円ずつ御見舞金を別途いた
だきました。復旧作業に活用させていただきます。誠にあり
がとうございました。

鹿屋市地域包括支援センターでは、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」の開設を
進めています。ふれあいから人と人とのつながりをつくり、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。
場所は朝倉酒店前のコミスポ吾平で、毎週

火・木曜日を予定しています。開設日が決まり
次第またお知らせします。

７月19日（日）、中央東町内会に
よる自主防災訓練が行われました。
例年、総合防災訓練として、消

火訓練や炊き出し・給水訓練なども
行っていましたが、今回は、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため規模を縮小し、
「情報・警戒班」による危険箇所の点検のみの実施
となりました。点検では、集落班ごとに現地を視
察しながら、土砂崩れや木の倒木などが警戒され
る場所の確認が行われました。

コロナウイルス感染防止の関係から夏祭りをはじめ様々な
イベントが中止となっています。そんな中でも町を明るくし
たいとの思いから、フォトコンテストを企画しました。写真
のテーマは「吾平ハッピー」です。吾平の自然や昔の夏祭り、
日常の風景など、吾平の要素が少しでも入っていればＯＫ。
過去に撮った写真も応募できます。賞品総額
はなんと10万円相当！みなさんの写真で町
を元気にしましょう！
●応募期間　令和2年10月30日まで
※詳しい応募方法はコミ協ホームページをご覧ください。

おおすみのおおすみのかわいい野鳥たちかわいい野鳥たち夏休み講座

8月３日8月３日（月）、吾平振興会館
で短期講座「おおすみのかわい
い野鳥たち」が開催されました。
当日は19人の親子が集まり

地元で見られる野鳥について学
びました。
講師は吾平町出身の小

こ

手
て

川
がわ

清
きよ

隆
たか

さん。
小手川さんが撮影した野鳥の動画や写真がスクリーンに映し

出されると子どもたちは真剣な眼差しで見ていました。
楽しいクイズや鳥にまつわるなぞなぞも

あり楽しい講座になりました。
子どもたちは「今度から小鳥をちゃんと
見てみたい」と野鳥や自然保護にも興味を
持って学んでいるようでした。

美里吾平コミュニティ協議会の設立に向けた準備会
議を開催しました。

神 野 町 内 会 の
方々により本殿が建
替えられました。

活動を休止していましたが下名東町内会の伝統芸能
祭として復活しました。

住民の皆さんから
募集して名前が「う
がやくん」にきまり
ました。

振興会館で劇団に
よる生の演劇が開催
されました。

湯遊ランドで運行開始式が行われ、毎週火・木に町
内を二つのルートで巡回しています。

商店街活性化と東日本大震災の復興支援を目的に開
催しました。

平成 22年 8月発行

平成 23年 9月発行

平成 24年 9月発行

平成 24年 11月発行

平成 23年 5月発行

平成 24年 4月発行

平成 25年 3月発行

美里吾平地域活性化推進会議発足へ

大川内神社建替え

末次棒踊り 19年ぶりに復活

美里吾平イメージキャラクターの名前が決定

劇団かんな「夕鶴」公演

くるりんバスの運行が始まりました

第 1回美里吾平元気市を開催
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令和２年８月28日発行

コミ協新任者紹介
7月1日、コミュニティ協議会事務局の

事務局員として着任しました田之上伸
し ん

耕
こ う

で
す。地域づくり支援員として事務局の事務
をはじめ、協議会が行う地域づくり活動に
参加します。早く地域と仕事に馴染み、地
域の方々と触れ合い、新鮮で役に立つ情報
を提供できるよう吾平の為に頑張ります。

ココロロナナ禍禍をを乗乗りりききろろうう！！

作 品 募 集 ！
「吾平 ハッピーフォトコンテスト」「吾平 ハッピーフォトコンテスト」



吾平だよりのあゆみ ～ 過去の記事を紹介 ～

美里吾平だより第100号記念特集美里吾平だより第100号記念特集⑶⑶

吾平を知りたい、移住
したい方を対象に体験住
宅の運営を開始しました。

初めての史跡巡り
を鶴峰地区の史跡を
中心に開催しました。

安全を祈願し、第１回
神野中岳山開きを行いま
した。トレッキングと共に
軽トラ市で賑わいました。

「明治維新150年を迎え吾平山上陵の魅力を語る」
講演会を開催しました。

旧神野小学校の校庭
を利用したキャンプ場
をオープンしました。

住民アンケートでの要望により、買物支援を目的に
ＪＡ肝付吾平町が事業化しました。

紅葉が見頃を迎えた
吾平山上陵で抹茶とお
菓子のおもてなしによる

第１回の
お茶会を
開催しま
した。

レジ袋が有料化されることで商
店街活性化グループがオリジナル
のエコバッグを作製・販売しました。

平成 28年 4月発行

平成 29年 6月発行

平成 29年 11月発行

平成 30年 12月発行

令和元年 8月発行

平成 28年 9月発行

平成 30年 4月発行

平成 30年 12月発行

令和 2年 2月発行

吾平居住体験住宅運営開始

第１回親子で学ぼう！吾平史跡巡り開催

吾平小校門坂ソーメン流し大会

原口泉先生が講演で吾平にエールを送る

“神野 ”山の学校キャンプ場オープン

移動販売車「走るＡ・コープ」が出発

安全を祈願し、神野中岳山開き

吾平のエコバッグつくりました

吾平だよりのあゆみ ～ 過去の記事を紹介 ～

美里吾平だより第100号記念特集美里吾平だより第100号記念特集⑵⑵

神野小学校の94年の歴史
に幕がおろされ、記念式典が
開催されました。

小鹿酒造㈱
で約 3500 人
が来場し町内
園児の踊り等
も披露されま
した。

振興会館で中西市
長を来賓に迎え設立
総会を開催しました。

鹿屋市と合併して10周年を迎え、応援合戦や記念
種目で盛り上がりました。

現在の「美里
あいら伝統芸能
祭」の前身とな
る第1回目の伝
統芸能祭を開催
しました。

商店街のスーパー
おばま跡にふれあい
交流スポットをオー
プンしました。

関東・関西
吾平会の皆さ
んを吾平にお
招きして交流
会を開催しま
した。

平成 25年 4月発行

平成 26年 5月発行

平成 26年 8月発行

平成 27年 10月発行

平成 26年 8月発行

平成 27年 10月発行

平成 27年 11月発行

吾平小学校と
神野小学校が
統合されました

第 1回小鹿感謝祭

美里吾平コミュニティ協議会がスタート

市制施行10周年記念美里あいら体育大会

おおすみ-かごしま芸術祭in美里吾平を開催

コミスポあいらがオープン

関東・関西吾平会20周年記念交流会
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● 吾平振興会館

● 吾平郵便局

● 銀行

● 歯科医院

● 酒のあさくら

● GS
● 銀行

● ● 

● 
● 

銀行病院

吾平保育園
セブンイレブン

★
鹿屋市吾平町上名7660番地
吾楽暮とコミスポ

第1回のソーメン
流し大会を長さ130
ｍ、高低差25ｍの
校門坂で開催
しました。

吾平山上陵の四季を楽しむお茶会を開催
第第 9090 号号第第 9090 号号第第 6262 号号 第第 6363 号号
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