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運営委員会開催
８月19日（金）
に美里吾平コ
ミュニティ協議
会の運営委員会
を開催しました。
議題は①部会
等の活動状況と
今後の予定・②
補正予算・③「神

話のまちづくり」への取組・④ふれあい交流スポッ
ト「コミュニティスポットあいら」の現状と課題
について、運営委員の方々に協議していただきま
した。
今後のコミ協の活動にご協力をお願いします。

吾平にまつわる神話っておもしろい！
10月８日（土）、吾平中学校１年生の授業で、「吾平の神話
を学ぼう！」と題して美里吾平コミュニティ協議会による講
話が行われました。これは学校での「地域とつながる学習」
の一環として実施されたもので地域づくり部会長の江口昭一
さんが講師を務めました。吾平山上陵にまつわる神話や言い
伝えの話に授業を受けた72名は、興味深げに耳を傾けてい
ました。今回の取組みは吾平の神話をストーリーとしてまと
めた「吾平物語」を地域づくりのほか、子どもたちの郷土愛
を育む教育にも役立てていきたいと実施しました。子どもた
ちが吾平に誇りを持ち吾平を好きになってもらえるよう今後
も続けていきたいと思います。

神話を活かしたまちづくりへの取組み
コミュニティ協議会では神話のまちづくりの一
環として、吾平物語を活かした新たなイベントを
作り出そうと、地域住民有志による実行委員会を
立ち上げ話合いを開始しました。吾平町の顔とも
いえる鵜戸神社と商店街を活用した、吾平の神話
を連想させる企画を模索しています。まだ話合い
は始まったば
かりですが、
地域住民が楽
しみながら作
りあげるイベ
ントにしてい
きたいと思い
ます。

コロナに負けるな小・中学校運動会
９月11日（日）に吾平中学校体育大会、10月２日（日）に吾平地域の小学校３校で運動会が開催されました。
今年も入場制限や時間の短縮、競技種目の厳選など、コロナ対策を行っての開催となりましたが、一部の競技

等を３年ぶりに復活させるなど、各学校がコロナ前の活気を取り戻すための工夫を凝らし実施されていました。
子どもたちは練習の成果を存分に発揮し、コロナに負けない元気な姿を見せてくれました。

下名小学校 吾平小学校 鶴峰小学校 吾平中学校



　9月３日（土）、あいにくの雨模様でしたが、大隅肝属地区消防組合
主催の「住宅防火・消防フェスタ」が開催されました。当日は、消防音
楽隊の演奏をはじめ、日常では体験することのできない「はしご車体
験搭乗」や、「放水体験」など、訪れた人には思い出に残る一日となり
ました。また、小鹿酒造株式会社から寄贈された「住宅用火災警報器」
150個を高齢者世帯に届ける活動が消防団により行われました。

　鹿屋市では、市外の移住希望者に対し市のホームページ上で空き家情報を提供する
「空き家等バンク制度」により市内への移住・定住を促進しています。
　「住宅が空き家になったがどうすればよいか分からない。」とか、「身内が市外に住ん
でおり、戻ってくる見込みがない」など、まだ十分住むことができる「空き家」があ
りましたら、ぜひご相談ください。

【お問合わせ・お申込み】
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）
住　所：鹿児島県鹿屋市共栄町 20番 1号
電　話：0994-45-6930
メール：chiiki@city.kanoya.lg.jp

「住宅防火・消防フェスタ」が開催されました。

まだ住めそうな「空き家」はありませんか？

●�建物が老朽化しやすくなります。
●�植栽の手入れがされない。また雑草などが繁殖し、周囲の景観を乱す恐れがあります。
●�不審者の不法侵入や粗大ごみなどの不法投棄を招きやすくなります。
●�地震などの災害が発生した場合、倒壊した建物が避難路をふさぐといった、防災上の
大きな問題を招きやすくなります。

空き家等バンクに登録すれば !?

●�賃貸借又は売買契約が成立した後に家財道具等を処分する場合、処分費用の
３分の２（上限５万円）が補助される制度があります。

家財処分費の補助

●�空き家等バンクに登録し、借主との賃貸借契約が成立した後に専門業者
に工事を依頼する場合、対象となる経費の２分の１について、同一の登
録物件につき通算で 50万円の補助を受けることができます。
　（台所・浴室・洗面所等の改修や、床・壁紙の張替えなど）

住宅改修補助

●移住者などが入って来やすくなることで、新しい風が吹き、にぎわいの復活に繋がります。
そして何よりも…

鹿屋市の移住に関する情報は
「かのやで暮らす」でGET!

LINE でも相談を
受け付けています！

空き家のまま放置すると !?



８月10日（水）、
姶良川かわまちづ
くりの活動として、
姶良川古市橋から
更生橋間の堤防で
除草、清掃作業が
行われました。
早朝から姶良川
河川愛護会をはじめ小鹿酒造やサクラクレパスといっ
た地元企業と連携して作業を行いました。

８月25日（木）、振興会館で「じぶんでつくるよ！子ども料理
教室」が行われました。
小学１年生から６年生の児童12名とその親２名が参加。食生

活改善推進員の指導の下、親は見守り、子どもだけで料理をしま
した。サツマイモを包丁で切るとき、手を出してはいけない大人
はハラハラドキドキ。最後はたきこみごはん、味噌汁、卵焼き、
あさづけ、スイートポテトの５品を作り上げました。参加してく
れた６年生の男の子は「楽しかった。おうちでも作りたい」と笑
顔でこたえてくれました。

鶴峰東町内会の黒羽子勇・ツギ子さん夫婦は、
平成５年から令和３年迄の長きにわたり、美味
しいぶどうやイチゴを多くの方に届けて来られ
ましたが、「次の世代へ引き継ぎたい」との想
いから昨年末に勇退されました。その想いを永
野田健二さん（寿在住）が引継ぎ、新規就農に
よりバトンが引き継がれました。
黒羽子夫妻や農園の仲間の指導、協力もあっ

てｅｉ（エイ）ファームとして１年目から立派
なぶどうが育っています。

姶良川堤防を綺麗にしました！

じぶんでできた！子ども料理教室

吾平駅から下名に足をのばしましょう。
ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が人
気を呼んでいるようです。鎌倉時代の吾平
を物語るものが下名の川北にあります。

鎌倉殿の「源頼朝（大泉洋）」が鎌倉幕府を開いたころ、吾平には山古城の平良
宗（シリーズ 6回目で紹介）の子孫である得丸氏が勢力を伸ばしていました。（旧
吾平町誌）得丸氏の供養塔群とみられるのが、鹿屋市の文化財に指定されている「下
名川北の石塔群」です。ここには 40基ほどの古石塔が整然と並んでいます。県
内各地にみられる古石塔の中でも巨大で立派なものです。
建てられた時期は鎌倉時代から始まるとみられていますが、その中でも「弘安11年」（1288 年）の年号

が刻まれている宝塔があります。大河ドラマでは「北条政子（小池栄子）」、「北条義時（小栗旬）」の姉弟と
義母「りく（宮沢りえ）」の対立が描かれていますが、「弘安11年」は
それからちょうど 80年くらい後の北条貞時の時代になります。
得丸氏の供養塔は他にも鵜戸神社境内（１回目で紹介）、鹿屋農業高
校吾平分校跡にも巨大なものがありますので、その勢力はかなり大きな
ものだったのでしょう。なお、島津氏は「比企能員の乱（佐藤二朗）」に
関係して大隅半島を追われていますので、島津氏との抗争は後の時代に
なります。

文責・写真提供：小手川清隆氏

吾平 まちあるきシリーズ⑨

下名川北の石塔群

下名川北の石塔群

得丸氏のものとみられる宝塔（左）、五輪塔（右）

（ＮＨＫ大河ドラマと吾平）

黒羽子観光農園で
バトンタッチ

どんな些細な記事、写真、身近で起きているこ
と、気付いたこと、不思議なこと、感動したこと、
何でも構いません。皆さまからの記事を募集して
おります。写真があればなお歓迎いたします。
例）①こんな花が咲いていました。
　　②�こんなボランティア活動に参加しました。等
投稿していただいた記事は紙面の関係上、全て

は掲載ができませんのでご了承ください。

記事募集

【お問い合わせ】
美里吾平コミュニティ協議会　TEL58-6566



※ 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行事予定

期日 行事予定 場所 問合せ先
11月5・6日 土・日 美里あいら文化祭 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036

11 月　9日 水 火災防ぎょ訓練	（6時 30分～） ㈱サクラクレパス鹿児島工場 吾平総合支所 ☎ 58-7111防火パレード	 （9時 30分～） 町内一円
11月 10日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
11 月 13日 日 美里あいら宮下相撲大会 ※中止決定 吾平振興会館 ☎ 58-6036

美里あいら農業祭 ※中止決定 吾平総合支所 ☎ 58-7257
11 月 19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 20日 日 吾平山上陵四季を楽しむお茶会 吾平山陵公園 コミ協 ☎ 58-6566

11 月 27日 日
県照葉樹の森主催「中岳登山会」 中岳（吾平冨士） 県照葉樹の森管理事務所 ☎ 080-6417-6518
神野「軽トラ市」 中岳登山者駐車場 吾平総合支所 ☎ 58-7111
茶のん家バザー コミスポあいら 安田 ☎ 080-5206-6408

12月　1日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
12 月　2日 金 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-7111
12 月　3日 土 演芸大会 湯遊ランドあいら 福久 ☎ 090-7168-1648
12 月 10日 土 神話のまちづくり講演会 吾平振興会館 コミ協 ☎ 58-6566
12 月 17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 23日 金 小中学校の二学期終業式 各小中学校 各小中学校
12月 25日～ 30日 日～金 年末特別警戒（消防団） 町内一円 吾平総合支所 ☎ 58-7111

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４年11月20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、開催を中止する場合
がありますので、あらかじめご了承ください。

【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）

吾平町のひまわり・コスモス
大牟礼地区ではコスモスとひまわりが一緒に咲いて

いるのを見ることができます。
11月中旬頃
に見頃を迎える
と思われます。
背景には山が

あり圧巻の景色
ですので、足を
はこんでくださ
い。

演芸大会参加募集
◎�出演者を募集します。男女問いません。踊りの
好きな方、お待ちしています。

日　時� 12月３日（土）
� 午後１時～午後３時
場　所� 湯遊ランドあいら
� 入場料�300円
応募締め切り　11月15日（火）
申込先� 振興会館（上清水）　☎0994-58-6036
主　催� 吾平地域女性団体連絡協議会

【お問合せ先】会長　福久　☎090-7168-1648

四季を楽しむお茶会のお知らせ


