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期日 行事予定 場所 問合せ先
１月　２日 木 二十歳の集い ＪＡ肝付吾平町 美里吾平コミュニティ協議会 58-6566
１月　８日 水 小中学校始業式 各小中学校 各小中学校
１月 15日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 58-6036
１月 18日 土

名物あいら木市祭 吾平商店街 かのや市商工会
吾平支所 58-6020

１月 19日 日
１月 29日 水 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
２月　２日 日 美里あいら心わくわくウォーキング大会 大隅広域公園 吾平総合支所 58-7111
２月 11日 火 建国記念式典 吾平山上陵 吾平総合支所 58-7111
２月 19日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 58-7111
２月 21日 金 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

行事予定

はっけよ～い のこった！ 宮下相撲で地域を元気に

秋の収穫祭（農業祭）を開催！

雨の中でのお茶会となりました

11 月 10日（日）、第 121回美里あいら宮下相撲大会が開催されました。子どもたちの真剣勝負の中にも、
笑いありで、会場が大いに盛り上がっていました。

11月 10 日（日）、第 42 回美里あいら農業祭が開催
されました。式典では、産業経済功労者や永年従事者の
表彰とあいら一番認定証の交付がありました。屋外では
イベントが行われ、例年大人気の卵つかみどりやお楽し
み抽選会には長蛇の列ができていました。ほかにも肝付
吾平町農協や商店街の特売セールなどが行われ、好天の
もと約 5,000 人の人出で賑わいました。

11月 24日（日）、第３回目となる「吾平
山上陵の四季を楽しむお茶会」を開催しまし
た。現在、吾平山上陵をはじめとした神代三
山陵と笠狭宮の日本遺産登録に向けた活動も
あり、紅葉も見頃を迎えるこの季節に多くの
方にその魅力を感じていただけたらと、神野
加工グループ、東京屋、つわぶき、緑峰園な
ど、地元の皆さんのご協力をいただきました。
当日はあいにくの雨模様となりましたが、終
了間際には着物姿のお客様が来場され、少し
華やいだ雰囲気となりました。

Facebook
やってます11月８日（金）、

JICA 研修「農民参
加による農業農村開
発」の研修生11名
が吾平に視察に来ら
れました。
日本の技術を自国

での普及活動に生かす事を目的に、吾平山陵加工グルー
プが商品を販売しているＡコープの売り場、調理作業等
を行う生活改善センターの設備、農家民宿「元気印の
菜園畑」の見学と活動内容の講義の他、高隈地区やカピッ
クセンターでの視察・講習等を受けました。
参加者の中にはアフガニスタン、コソボ、南スーダン

等の紛争地帯や、治安、水不足による干ばつで厳しい
環境を余儀なくされている国の方々もおられましたが、
国の将来を思う強い気持ちを持って参加されているとの
事でした。

　10月26日（土）、美里吾平コミュニティ協議会お
やじの会のメンバー８名で町内のロードミラー清掃を
行いました。このロードミラー清掃は、吾平地域のた
めになにかお役に立ちたいという目的から始まり、今
回で３回目になります。当日は神野地区と中央西地区
を中心に清掃を行い、汚れていたロードミラーがとて
もきれいになりました。おやじの会では今後も様々な
ボランティア活動に取組んでいく予定です。

町のロードミラーをきれいに清掃 ! 海外からの研修員が吾平へ
視察に来られました

グランドピアノの利用について
吾平振興会館のグランドピアノで練習してみません

か？利用されたい方はお気軽にお問合せください。
【ピアノの種類】ヤマハC.F. フルコンサートピアノ
【対　　　　象】�コンクール前の練習、発表会に向け

ての練習、合唱用伴奏の練習など

　コミュニティセンター吾平振興会館
　電話�0994-58-6036（平日 8：30～ 17：00）

お問合せ

紙面タイトル「美里吾平だより」の右側に
あるＱＲコードからアクセスできます！
（携帯・スマホ・タブレット）

＊美里吾平コミュニティ協議会 Facebook ＊

　いちご狩りが楽しめる黒羽子観光農園
が１月上旬に開園します！
【開園時間】午前 10時～午後４時 30分
【入　園　料】無　料　（販売）180円／ 100ｇ
　土・日・祝日は来園者が多く、混雑が予想されます。
詳しい開園日程、果実の有無等は下記へお問い合わ
せください。（土・日・祝日は特にご確認ください）
　　　　　道下いちご農園　090-7155-4603

【日　時】� 令和２年１月 18日（土）
� 午後６時～（午後８時頃まで）
【場　所】� 姶良川月見橋上流左岸（花火打上げ場所）
　先着 200名様に、甘くて温かいぜんざいの振る舞
いがあります。

甘くておいしいいちごはいかが？

あいら川河川敷「鬼火焚き」

お問合せ



11月10日（日）、「吾平山上陵物語�散策ウォーキ
ング」が開催されました。このイベントは、吾平山
上陵を含めた県内三山陵等を「日本遺産」に認定・
登録するために企画された取り組みです。当日は鹿
屋市内から50名の参加があり、皇室ゆかりの地で
ある吾平山上陵から神野の大川内神社までの往復約
12kmの道のりをさわやかな秋風の中、楽しく語ら
いながら散策しました。また、当日はテレビ等でも
おなじみの東川隆太郎さんから、吾平山上陵や旧神
野小、神話や吾平の歴史、日本遺産についてのお話
を伺う事もできました。そして昼食は、旧神野小学
校で神野町内会女性部が地域食材を活用したバイキ
ングを提供するなど大盛況でした。地元の盛り上が
りが来年の日本遺産登録に繋がることを期待します。

第二弾「吾平山上陵の日本遺産登録」に向けて

10月 27日（日）、第110回美里あいら敬老会が
吾平振興会館で開催され、吾平地域の高齢者、来賓
等約400名が参加しました。今年は明治42年から
数えて110回の節目の開催となり、式典では各寿賞
の表彰や小中学生の作文朗読が行われ、式典後のア
トラクションでは町内の保育園児の和太鼓の他、町
内外から若者の演舞や三味線、アンサンブル演奏、
地元の皆さんの舞踊など盛りだくさんで大いに盛り
上がりました。

　11月17日（日）、第10回かのやローズヒル駅
伝大会が、霧島ヶ丘公園で開催されました。吾平か
らは吾平小校区、鶴峰・下名小校区連合の２チーム
が出場し、公園内の周回コース13区間を懸命にタ
スキをつなぎました。
　吾平小チーム………… 総合…７位（Ａクラス…７位）
　鶴峰・下名チーム…… 総合15位（Ｂクラス…５位）
　区間賞………………… 13区　田中大貴（吾平中３年）

ローズヒル駅伝大会 美里あいら敬老会

美里吾平コミュニティ協議会では昨年度に引き続
き、将来の吾平を担う地域の若手リーダーを育成す
るための地域リーダー育成塾「まちおもいnight」
を開催しました。昨年度は地域を知り、地域課題を
考え、そこから小さな一歩（取組み）につなげる事
がテーマでしたが、今回は「話し合い」の手法をテー
マに進行方法やまとめ方、盛り上げ方など様々な技
法を学びました。受講生は普段からＰＴＡや地域の
会議などに参加される方が多いこともあり、とても
興味深く受講されていました。

地域リーダー育成塾
「まちおもい night」開催！

心もおなかもまんぷくだ～！文化祭＆元気市

11月２日（土）から３日（日）まで「第43回美里あいら文化祭」が開催されました。舞台発表では21団体
に日頃の練習の成果を発表していただきました。展示作品では小中学校を含め、多くの力作が展示され会場を彩っ
ていました。また、３日（日）に開催した「第９回美里あいら元気市～食の文化祭～」は、吾平産の食材を使っ
た料理をテーマに販売し、出店協力をいただいたほとんどのお店で準備した料理は完売となり、商店街で買い物
ができるお楽しみ抽選も、昨年以上の当選券が出て、商店街に足を運んでいただいた方も増えたようです。

12月１日（日）、「第５回親子で学ぶ吾平史跡め
ぐり～吾平山上陵物語編～」が開催され、小学生と
その保護者16名が参加しました。当日は鹿屋市文
化財センターの稲村博文所長の説明を聞きながら、
現在、日本遺産登録申請中である吾平山上陵のほか、
その神話に関係する大川内神社と鵜戸神社を巡りま
した。その他、串良民俗資料室も見学し、吾平から
発掘された刀や土器などの説明も受け、吾平に伝わ
る神話の面白さに、参加者は興味津々でした。

先史、古代の人々の生活に思いをはせて
11月９日（土）、久保田牧遺跡で現地説明会が開催され

ました。吾平町では今年、大隅縦貫道（吾平道路）の建設
工事に伴い、廣牧遺跡、猫塚遺跡、久保田牧遺跡の３カ所
で発掘調査が行われています。今回の発掘調査では縄文時
代早期から中世の時代までの縦穴住居、掘
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構や石斧、土器、青磁等の遺物が見つかったそうです。担
当者のお話では、大型の建物跡や墨書土器が出土したこと
から、この場所は当時の有力者の館や行政機関があった地
域の中心的な場所だったと思われるとの事でした。

へ～、そうだったんだー！吾平の神話ってスゴイ！

12月 12日（木）、吾平小学校１年生が「むかしか
らのあそび」を体験しました。町内のボランティアの
方、保護者と一緒に竹とんぼ、コマ回し、あやとりな
どの昔懐かしい遊びを楽しみました。子どもたちが興
味津々で遊ぶ中、教える側の大人たちがコマ回しに苦
戦。こんなはずではないと必死になっていました。子
どもたちから、遊んでくれたお礼に手作りの「松ぼっ
くり飾り」が贈られ、楽しい交流の場となりました。

吾平小学校でむかしあそび体験
12月８日（日）、振興会館
で「１回だけの薬草教室」が
開催されました。これは、平
成５年から10年間続いた人
気の市民講座で、復活を望む
方々からの要望に応えての開
催でした。朝倉チカ子先生が、
吾平で採れる身近な薬草につ

いて「セキショウやノキシノブ
はいつも何気に目にしている野
草。それが大変効能がある」な
どユーモアを交えながら教えて
くださり、参加者は「家に帰っ
てすぐ植えてみよう。早速試し
てみたい」と話していました。

１回だけの薬草教室

関西吾平会総会
10月 20日（日）、大阪市都島区大阪リバーサイドホ

テルで、第24回関西吾平会総会が開催されました。当
日は、関西エリアに在住の会員約100名の参加で会場は
賑わい、焼酎「小鹿」を片手に、鹿児島弁で郷愁吾平の
話が盛り上がりました。また余興の部では、会員による
生バンドや舞踊なども披露され、大盛況に終わりました。
来年度は、令和２年10月11日に場所を道頓堀に変更し、
開催されることに決まり、再会を誓い合っていました。

100 歳になっても元気に生きよう！
「健康寿命を延ばす講演会」開催

11月30日（土）、美里吾平コミュニティ協議会の主催
で「健康寿命を延ばす講演会」を吾平振興会館大ホールで
開催しました。鹿屋体育大学教授の中垣内真樹先生をお招
きして「やさしい運動で健康長寿を目指そう」と題して行
われた講演では、高齢者が自宅でできる簡単な運動をみん
なで実践しながら、面白おかしい先生のお話に、会場は終
始笑いに包まれていました。先生の「健康づくりは体づく
りと仲間づくりが重要」とのお話が印象的でした。


