
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
吾平町に住むメンバーを中心に 

活動している「読書ボランティア 

ハッピースマイル」では、随時 

メンバーを募集しています。 

特別な技術は必要ありません。 

聞いてくれる人に向けて、絵本の 

魅力を伝えたい！楽しませたい！と 

いう思いがあれば十分です。本を読み聞   かせる

ことで、自分の頭と心も活性化されます    よ！

お気軽にお問い合わせください♪ 

おはなしの世界で活動してみませんか？ 
 

１月２３日（木）、鶴峰小で中福良橋の「橋名板」のお披露 

目会が開催されました。昨年１０月、鶴峰小の児童たちが架け 

替え工事の現場見学に訪れたことがきっかけとなり、新しく完 

成する橋の「橋名板」を作成することになったそうで、児童代 

表の４名が習字で書いた文字の「橋名板」が完成しました。 

体育館に２９名の全校児童が集まり、工事を担当した会社の 

方から全員に記念品が贈 

呈され、児童代表の４名 

には自分が書いた文字の 

「橋名板」のレプリカが贈られました。 

また、この橋を渡るたびに自分の名前が刻まれていることを思い出し 

てもらえればということで、実際に橋に取り付ける「橋名板」の裏には、 

児童２９名全員に自分で名前を書いてもらったものを取り付けるそう 

で、生徒たちも大喜びでした。 

１月２日（木）、「吾平地域新成人の集い」

がＪＡ肝付吾平町本所で行われました。 

新成人を代表して、黒岩颯馬
そ う ま

さん・假屋

七海
な な み

さんが「困難という壁を学びと経験で

乗り越えていきたい」「親・先生・地域から

の感謝の心を忘れずに、自分の夢や目標を

実現させるために頑張りたい」と力強い誓

いのことばがありました。 

最後に、牧原明日香
あ す か

さんが「これまで育

てていただいた沢山の方々に感謝し、これ

からも見守っていただきたい」とお礼のこ

とばで締めくくりました。 

【活動内容】 

吾平町内の保育園・幼稚園・小学校への出前読 

み聞かせ、鹿屋市外でのおはなし会参加等 

【お問合せ】 

コミュニティセンター吾平振興会館 図書室 

読書ボランティア ハッピースマイル担当者 

電話 0994-58-6036  

行事予定 

大人になっても残る思い出！ 

 

【価 格】800円（税込） 

【サイズ】幅 42cm／高さ 36cm／マチ 14cm 

【販売店舗】美里吾平コミュニティ協議会へお問合せ

ください。☎58-6566 

１月１８（土）・１９日（日）、名物あいら木市

祭が２日間にわたり開催されました。 

両日ともに商店街を歩行者天国として、舞台で

はあいら認定こども園の歌やマーチング、吾平中

学校吹奏楽部・大隅肝属消防音楽隊の演奏を始

め、歌謡ショーなど２日間で約 8,000 人の来場

者で賑わいました。 

第９７号 令和２年２月２８日発行 

発行元  

住所：

電話：０９９４－５８－６５６６ だより Facebook 
やってます 

吾平ソフトボールスポーツ少年団が２週連続優勝！ 
 

吾平のエコバッグ作りました！ 

名物あいら木市祭り 

期 日 行事予定 場 所 問合せ先 

３月 １日 日 吾平史跡めぐり（コミ協委員他） 山陵、神野周辺 美里吾平コミュニティ協議会 58-6566 

３月１２日 木 吾平中学校卒業式 吾平中学校 吾平中学校 58-7126 

３月１４日 土 吾平行こっちゃ 大隅広域公園周辺 吾平総合支所 58-7257 

３月１５日 日 神野散策ウォーキング＆ランチバイキング 神野地区 美里吾平コミュニティ協議会 58-6566 

３月１８日 水 戦没者合同慰霊祭 鵜戸神社 社協吾平支所 58-8860 

３月１８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 

３月２２日 日 春恋さくら祭り 吾平山陵公園 鶴峰東町内会 

３月２４日 火 小学校卒業式 各小学校 各小学校 

４月 ６日 月 小中学校入学式 各小中学校 各小中学校 

４月１９日 日 神野さとやまトレッキング 神野地区 美里吾平コミュニティ協議会 58-6566 

 

吾平地域新成人の集い 

今年の７月からレジ袋の有料化が義務化されるのをご

存知でしょうか。これはプラスチックのゴミ削減とその

意識改革を促すものです。美里吾平コミュニティ協議会

商店街活性化グループでは、これらの環境問題に取り組

むため吾平のエコバッグを作成し、商店街店舗で販売す

ることにしました。麻を素材とした環境にやさしいおし

ゃれなバッグです。吾平のエコバ 

ッグを持って、おしゃれエコで買 

い物してみませんか。 

２月２日（日）、「第３２回中山旗争奪ソフトボール大会」が県内の

強豪４０チームが参加して開催され、吾平ソフトボールスポーツ少年

団が見事優勝しました！吾平ソフトボールチームは１週間前の垂水

の大会でも優勝しており、これで２週連続優勝となりました。今年度

は、昨年５月のサクラクレパス杯、１１月の根占大会と併せて４つ目

の優勝となりました。吾平小、鶴峰小の児童２１名（女子２名含む）

からなるチームで、３月８日（日）から始まる最後の大会「県ちびっ

こソフトボール大会」に向けて頑張っているそうですが、３月で卒業

する６年生７名のためにも、有終の美を飾れるといいですね。 



 

 

２月２日（日）、「第２６回美里あいら心わくわくウ

ォーキング大会」が開催されました。県立大隅広域公

園から黒羽子観光農園や吾平山陵を歩く８㎞と５㎞コ

ースで行われました。当日は天気も良く、歩くと汗ば

むくらいの陽気の中、たくさんの方々に参加していた

だきました。コース内には、白梅の花や水仙を楽しめ

る場所があり、それぞれのペースで楽しく歩かれてい

ました。また、給水ポイントでは、地元の加工グルー

プによる手作 

りの漬け物や 

お菓子の振る 

舞いがあり、 

笑顔あふれる 

大会となりま 

した。 

２月１１日（火）、吾平山上陵で「建国記念の日の式

典」が行われ、中西市長、地元県議会議員、市議会議

員、各種団体長など約６０名が参加されました。 

式典では、代表者による 

特別参拝や、鵜戸神社宮司 

による雅楽の奏上などが行 

われ、建国記念の日を祝い 

ました。 

１２月２２日（日）に開催された大隅地区卓球ランキン

グオープン大会（３４９名参加）で、吾平卓球クラブに所

属する山下勇樹さん（吾平町出身）、 

由佳さんご夫婦がそれぞれシングル 

スＡ級で優勝されました。 

お二人は現在、西原団地にお子様 

二人と４人家族で暮らしていますが、 

仕事で忙しい中、地元の子供たちに 

卓球指導をしていただいています。 

卓球の試合で夫婦そろってのシング 

ルス優勝は初とのことで、今後のお 

二人の夢は鹿屋市内で卓球道場をす 

ることだそうです。 

年末年始にかけて、商店街通りのイルミネーショ

ンとともに、鵜戸神社の鳥居をライトアップしまし

た。これは、美里吾平コミュニティ協議会おやじの

会が吾平の町を盛り上げようと取り組んだもの。 

昼間の顔とは変わり、夜になるとさらに神々しく

幻想的な雰囲気をかもし出していました。 

吾平中学校で認知症サポーター養成講座 

新学期が始まった１月８日（水）から１５日（水）

まで「ひと声添えたあいさつ運動」が実施されまし

た。鵜戸神社前にはうがやくんも登場して、ハイタ

ッチで児童を迎えていました。子どもたちは、うが

やくんの登場にうれしそうに校門坂を駆け上がり、

登校しました。 

１２月２２日（日）、あいにくの雨でしたが、子ども

育成会の子どもたち３０名ほどが参加し、中央東町内会

の餅つき大会が開催されました。つきあがった鏡餅と一

緒に「健康で元気で長生きしてください」という思いを

込めた手紙を、中央東町内会約２０名の一人暮らしの高

齢者のもとに、子どもたちが訪問して届けました。かわ

いい子どもたちの訪問とプレゼントに、お年寄りの皆さ

んは大変喜ばれました。 

南九州市頴娃町での取り組みを学ぶ 
 

サクラクレパスの絵の具で 
「かごしま国体」を盛り上げよう！ 

鵜戸神社の鳥居が神々しくライトアップ 

１月１８日（土）、月見橋上流で第２回鬼火焚きがあ

いら川かわまちづくり実行委員会が主体となり、鶴峰中 

・鶴峰西・中央東 

・中央町・中央東 

の５町内会の協力 

のもと開催されま 

した。 

約４００名の来 

場があり、勢いよ 

く燃え上がる炎を 

見ながら、ぜんざ 

いや焼きマシュマ 

ロの振る舞いに子 

どもたちは大喜び 

でした。 

うがやくん、ハイタッチであいさつ運動 吾平卓球クラブのご夫婦がオープン大会で優勝！ 
 

「今年もよい１年になりますように」 
鵜戸神社、吾平山上陵 初詣客賑わう 

１月２６日（日）、コミュニティ協議会の地域リー

ダー塾生やプロジェクトチームのメンバーで先進地

視察研修を実施し、南九州市の頴娃町を訪問しまし

た。頴娃町は「頴娃おこそ会」という地域づくり団体

が、空家を再生して町を活性化させたり、行政と連携

して観光地に人を呼び込む取り組みが成功していま

す。 

今回の研修 

を参考に、新 

たな取り組み 

を進めるため 

話し合ってい 

きたいと思い 

ます。 

令和最初の正月は例年になく晴天に恵まれ、吾平

山上陵と鵜戸神社には多くの初詣客が訪れました。  

今年は鵜戸神社にも商店街のお店が出店され、い

つにも増して賑わい、吾平山上陵の帰りに立ち寄る

姿も見られました。吾平山上陵は三ヶ日で約２万２

千人が参拝に訪れました。 

１月１１日（土）、コミュニティ協議会くらし部会主催に

よる認知症サポーター養成講座を、吾平中学校の全校生徒を

対象に行いました。鹿屋市キャラバンメイトの方を講師にお

招きし、認知症とは何か、その症状、認知症の方との接し方

などを分かりやすく説明していただき、生徒たちは真剣なま

なざしで話に聞き入っていました。「認知症の方々も安心し

て暮らしていける社会を作っていくため、優しい気持ちで寄

り添っていってほしい。」という言葉が印象的でした。 

あいら川で鬼火焚き 

１月６日（月）、吾平地区生涯学習推進協議会主催

の「新春書初め会」が吾平振興会館で行われました。  

２３名の子どもたちが正座で背筋をピンと伸ばし、

永田先生のお手本を見ながら真剣に筆をはこぶ姿は、

見ているこちらも凛とします。墨のにおいもいいもの

です。振興会館の玄関を入ると、子どもたちの力強い

生き生きとした“書”が皆様を迎えてくれていました。 

美里あいら心わくわくウォーキング大会 
 

～いつもと違う凛とした姿～ 

サクラクレパス鹿児島工場から鹿屋市実行委員会に

対し、「油性マーカー」と「絵の具」各１８０個が提供

されました。これを受けて、令和２年１月２９日（水）

に鹿屋市実行委員会から感謝状が送られました。提供さ

れた画材については市内小中学校へ配布され、手作りの

「応援のぼり旗」の作成に活用されます。 

建国記念の日の式典 
 

一人暮らしの高齢者にお手紙と鏡餅を届けました！ 


