
吾平中学校より丹精込めた花が振興会館へ贈られ
ています。

スノーボール、パン
ジー、リビングストン
デージー、なでしこ、
つるこさくら、キンセ
ンカ、ガザニアの色と
りどりの花を植えたプ
ランターが振興会館
の玄関に飾られていま
す。花を見ると心が癒
されます。

花のプレゼント

黒羽子観光農園のいちご狩りはいかが？
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期日 行事予定 場所 問合せ先
3 月 15日 火 吾平中学校卒業式 吾平中学校 吾平中学校 ☎ 58-7126
3 月 18日 金 移動図書館ほたる号 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380
　3月 19日 土 かのやおもちゃ病院 コミスポあいら おもちゃ病院 ☎ 090-8391-9585
3 月 24日 木 ノルディックウォーキング コミスポあいら 茶のん家 ☎ 080-5206-6408
3 月 24日 木 小学校卒業式 各小学校 各小学校
4月　6日 水 小中学校入学式 各小中学校 各小中学校
4月　７日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
4 月 15日 金 和牛登録審査会 吾平町家畜集合指導センター 吾平総合支所 ☎ 58-7257
4 月 15日 金 春季畜産共進会（吾平） 吾平町家畜集合指導センター 吾平総合支所 ☎ 58-7257
4 月 16日 土 かのやおもちゃ病院 コミスポあいら おもちゃ病院 ☎ 090-8391-9585
4 月 17日 日 神野中岳山開き登山 神野地区 吾平総合支所 ☎ 58-7111

※�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

　今年の吾平山上陵の初詣は昨年同様シャトルバスや露店の出店もありませんでしたが、
昨年よりは参拝者が多く見受けられ、二十歳の集いも無事開催できて良かったです。

　ただ、今年こそはコロナ感染が終息して欲しいという願いも空しく、１月からオミクロン株が猛威を振るい感染拡大が進
んでいます。
　今年もコロナ禍ではありますが、情報満載の紙面作りに取組んでまいります。

編集後記

願いを込めて！

大切な節目　新成人の集い

様々な願いを込めて初詣

大隅広域公園のジャンボ門松をはじめとして、吾平町の色々
な所に門松が飾られていました。
門松は年神を家に迎え入れるための依り代になるものであ
り、一年の幸せ、長寿を願って飾るという意味があるそうです。
今年こそ、コロナの終息を願うばかりです。

１月２日「新成人の集い」が、JA肝付吾平町本所で行われ、対象者72名中56名の出席がありました。
新型コロナウイルス感染拡大等により、２年ぶりの開催となり、保護者の入場を制限するなどの感染対策を
十分に行っての実施となりました。
新成人を代表して、休坂理樹さん・中島佳美さんが「一人ひとりが自分の行動に責任を持ち立派な社会人

になれるよう常に前向きに歩んでいきたい」と力強い誓いのことばがあり、最後に、黒木貴巨さんが「コロナ
禍で新成人の集いが開催できたのも、来賓やお世話になった先生方、準備をしていただいた保護者の皆さん
のおかげであり、感謝をしたい」とお礼のことばで締めくくりました。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から、昨年同様吾平山上陵の正月三が日は
シャトルバスや露店の出店も無い初詣とな
りましたが、昨年よりは吾平山上陵、鵜戸
神社とも参拝者の数は多くなっていました。
「今年こそはコロナが終息し元の生活に戻
れますように！」

行事予定

更生橋から姶良橋までのあいらさんぽ道の桜並木
をノルディックウォーキングで楽しんでみませんか！
【日　　時】令和４年３月24日（木）（雨天中止）
【受付時間】午前10時・先着20名様
【集合場所】コミスポあいら
【お問合せ先】茶のん家　☎080-5206-6408（安田）
※�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。

ノルディックウォーキングノルディックウォーキング
のお知らせのお知らせ

12 月 26日、男性グループ男塾と茶のん家盛り
上げ隊女性メンバーによる共同での正月飾りの作製
が行われました。男塾は門松を、女性メンバーは鏡
餅を作り、出来上がった正月飾りは社会福祉協議会
吾平支所や八幡神社など６ヵ所に進呈されました。
門松と鏡餅が飾られると、いっきに正月を迎える
雰囲気となっていました。
男塾と茶のん家盛り上げ隊では楽しみながら、今
後も様々な活動に取り組んでいくとのことです。

手作りの門松と鏡餅で
地域を元気に

　今年は、昨年までの「さが
ほのか」に加えて、「紅ほっ
ぺ」という品種も栽培してお
ります。「紅ほっぺ」は甘味
と酸味のバランスが良く、「さ
がほのか」は、酸味がほとん
ど無く、甘いいちごが好きな方には、「さがほの
か」がお勧めです。
　ご家族、お友達お誘い合わせのうえ、ぜひご
来園ください。
※来園される際には、必ず事前にご連絡ください。
開園時間：10時～ 16時
販売価格：�200円 /100ℊ
品　　種：さがほのか、紅ほっぺ
【お問い合せ】道下いちご農園
　　　　　　　TEL�090-7155-4603
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「薩摩の武士が生きた町～武家屋敷群麓を歩く～」として垂
水市、志布志市、南九州市など９つの市が「日本遺産」に指定
され、各地の麓のまちあるきが盛んです。それぞれ麓として当
時の雰囲気を残していますが、吾平にもりっぱな麓があります。

江戸時代、薩摩藩は藩内の各地に「外
と

城
じょう

」を配置し、麓とよばれる集落をつくり、麓の中心に置かれた「仮
かり

屋
や

」の周辺に、郷士と呼ばれる武士たちの屋敷が配置されました。そのうちのひとつが「姶良外城」で、旧吾
平町誌によると53家の郷士があったとされています。
吾平では吾平支所から北の区域が当時の麓で、今でも地名と

して残っています。山古城
跡の下、昔の麓集会所跡
が当時の中心地「地頭仮
屋」になります。吾平支
所から北へ歩いてみましょ
う。通りの石塀が当時の面
影を残していますね。

記事・写真提供：小手川清隆氏

吾平 まちあるきシリーズ⑤

吾平麓

１月７日、吾平振興
会館で「新春書き初め
大会」が行われました。
当日は地域の小中学
生21人が参加。子ど
もたちは、背筋をピン
とのばし、真剣な表情
で力強く筆を走らせていました。
全作品の中から金賞、銀賞、銅賞、特別賞などが選

ばれ、振興会館ロビーに展示されています。

筆に思いを込めて　書き初め大会
１月６日、吾
平振興会館で
「親子もちつき
大会」が行わ
れました。
当日は親子

20 組が参加。
吾平地域女性

団体連絡協議会の手伝いにより、昔ながらの杵と臼で
もちをつきました。
子どもたちは杵を交代で持ち、力を込めて振り下ろ

していました。また、食育として「米ができるまで」
を写真や本物の籾を見せながら話し、食の大切さを伝
えました。
出来上がったもちは白もち、ねったぼ、バターもち、
ぜんざいにし参加者へ配られました。
子どもたちは「つきたてのおもちはおいしい」と笑
顔で話してくれました。

親子もちつき大会

　１月１日に吾平町にある神話にまつわる五つの神社を参拝しました。
　吾平総合支所の隣にある鵜戸神社を出発し、中福良にある八幡神社、次に鏡原にある軍神社、神野地区にある大
川内神社、最後に井神島にある宮比神社の五社を参拝しました。
　いずれの神社にも謂

いわ

れがあり、新たな発見をした五社詣ででした。

炎で鬼や悪霊を追い払おう！
１月８日に鶴峰東町内会主催、１月15日に下名東
町内会主催、あいら川かわまちづくり実行委員会主
催による鬼火焚き（来場者約500名）が開催され
ました。鬼火焚きはその年飾った正月飾りを焚いて、

火と竹のはじける音
で鬼や悪霊を追い
払い、燃え盛る炎を
前に一年間の無病
息災、家内安全など
を祈願するもので来
場者も勢いよく燃え
盛る炎を見ながら祈
願されている様でし
た。

元気に育ってね。七草祝い
１月７日、数え年で
７歳になる男の子、女
の子の成長を祝う七草
祝いがあり、鵜戸神社
でもお参りする家族連
れの姿が多くみられ、
七草を迎えた子どもたちは着物
やはかま姿で満足気な表情を浮
かべていました。参拝に来てい
た中央東地区の田嶋莉奈ちゃん
は「小学一年生になるので勉強
を頑張りたい。」と今年の抱負
を元気よく話してくれました。

あいら川月見橋上流河川敷
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昭和28年頃の麓（提供：松山為昌氏）田野邉守男家武家門田野邉守男家武家門

吾平五社詣で
　鹿屋市消防団吾平方面隊では、令和４年２月１日現在112名（うち女性４名）が活動しています。
　最近では、12月25日（土）から30日（木）までの６日間、火災の発生を防ぎ明るい新春を迎えるための広報・
啓発活動（年末特別警戒）を行いました。
　１月９日（日）には、消防団のＰＲを行うとともに、火災予防に対する意識の啓発・普及を行うため「市消防
出初式」に参加しました。
　３月１日（火）には、春の火災予防運動に併せた「火災防ぎょ訓練」を神野町内会（横井坂）で実施する予定です。

令和４年�春の火災予防運動��３月１日～７日　全国統一防火標語「おうち時間�家族で点検�火の始末」

地域のためにがんばる消防団！

消防団 Face to face　No.2
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●所属分団　神野分団
●入　団　日　令和３年５月１日
●職　　業　建設業
●町　内　会　神野
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●所属分団　下名分団
●入　団　日　令和３年７月１日
●職　　業　建設業
●町　内　会　中央町

　年齢 18歳以上で、市内に居住または勤務し、健康な方であれば消防団に加入できます。興味
のある方は、鹿屋市吾平総合支所住民サービス課（☎ 0994-58-7111）または、お近くの消防団
員までお気軽にご相談ください。

年末特別警戒年末特別警戒

消防出初式消防出初式

　1月8日、美里あいら夏祭り実行委員会主催のコロ
ナ終息を願う花火が打ち上げられました。
　感染予防の観点から場所の公表はされていませんで
したが、訪れた観客の方々は、きれいな花火にコロナ
の終息を願っているようでした。

美里あいら招福祈願花火2022

僕たちと共に
まちの安全を
守る消防団で
頑張ってみま
せんか？
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まちの安全を
守る消防団で
頑張ってみま
せんか？



吾平中学校より丹精込めた花が振興会館へ贈られ
ています。

スノーボール、パン
ジー、リビングストン
デージー、なでしこ、
つるこさくら、キンセ
ンカ、ガザニアの色と
りどりの花を植えたプ
ランターが振興会館
の玄関に飾られていま
す。花を見ると心が癒
されます。

花のプレゼント

黒羽子観光農園のいちご狩りはいかが？
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期日 行事予定 場所 問合せ先
3 月 15日 火 吾平中学校卒業式 吾平中学校 吾平中学校 ☎ 58-7126
3 月 18日 金 移動図書館ほたる号 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380
　3月 19日 土 かのやおもちゃ病院 コミスポあいら おもちゃ病院 ☎ 090-8391-9585
3 月 24日 木 ノルディックウォーキング コミスポあいら 茶のん家 ☎ 080-5206-6408
3 月 24日 木 小学校卒業式 各小学校 各小学校
4月　6日 水 小中学校入学式 各小中学校 各小中学校
4月　７日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
4 月 15日 金 和牛登録審査会 吾平町家畜集合指導センター 吾平総合支所 ☎ 58-7257
4 月 15日 金 春季畜産共進会（吾平） 吾平町家畜集合指導センター 吾平総合支所 ☎ 58-7257
4 月 16日 土 かのやおもちゃ病院 コミスポあいら おもちゃ病院 ☎ 090-8391-9585
4 月 17日 日 神野中岳山開き登山 神野地区 吾平総合支所 ☎ 58-7111

※�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

　今年の吾平山上陵の初詣は昨年同様シャトルバスや露店の出店もありませんでしたが、
昨年よりは参拝者が多く見受けられ、二十歳の集いも無事開催できて良かったです。

　ただ、今年こそはコロナ感染が終息して欲しいという願いも空しく、１月からオミクロン株が猛威を振るい感染拡大が進
んでいます。
　今年もコロナ禍ではありますが、情報満載の紙面作りに取組んでまいります。

編集後記

願いを込めて！

大切な節目　新成人の集い

様々な願いを込めて初詣

大隅広域公園のジャンボ門松をはじめとして、吾平町の色々
な所に門松が飾られていました。
門松は年神を家に迎え入れるための依り代になるものであ
り、一年の幸せ、長寿を願って飾るという意味があるそうです。
今年こそ、コロナの終息を願うばかりです。

１月２日「新成人の集い」が、JA肝付吾平町本所で行われ、対象者72名中56名の出席がありました。
新型コロナウイルス感染拡大等により、２年ぶりの開催となり、保護者の入場を制限するなどの感染対策を
十分に行っての実施となりました。
新成人を代表して、休坂理樹さん・中島佳美さんが「一人ひとりが自分の行動に責任を持ち立派な社会人

になれるよう常に前向きに歩んでいきたい」と力強い誓いのことばがあり、最後に、黒木貴巨さんが「コロナ
禍で新成人の集いが開催できたのも、来賓やお世話になった先生方、準備をしていただいた保護者の皆さん
のおかげであり、感謝をしたい」とお礼のことばで締めくくりました。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から、昨年同様吾平山上陵の正月三が日は
シャトルバスや露店の出店も無い初詣とな
りましたが、昨年よりは吾平山上陵、鵜戸
神社とも参拝者の数は多くなっていました。
「今年こそはコロナが終息し元の生活に戻
れますように！」

行事予定

更生橋から姶良橋までのあいらさんぽ道の桜並木
をノルディックウォーキングで楽しんでみませんか！
【日　　時】令和４年３月24日（木）（雨天中止）
【受付時間】午前10時・先着20名様
【集合場所】コミスポあいら
【お問合せ先】茶のん家　☎080-5206-6408（安田）
※�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。

ノルディックウォーキングノルディックウォーキング
のお知らせのお知らせ

12 月 26日、男性グループ男塾と茶のん家盛り
上げ隊女性メンバーによる共同での正月飾りの作製
が行われました。男塾は門松を、女性メンバーは鏡
餅を作り、出来上がった正月飾りは社会福祉協議会
吾平支所や八幡神社など６ヵ所に進呈されました。
門松と鏡餅が飾られると、いっきに正月を迎える
雰囲気となっていました。
男塾と茶のん家盛り上げ隊では楽しみながら、今
後も様々な活動に取り組んでいくとのことです。

手作りの門松と鏡餅で
地域を元気に

　今年は、昨年までの「さが
ほのか」に加えて、「紅ほっ
ぺ」という品種も栽培してお
ります。「紅ほっぺ」は甘味
と酸味のバランスが良く、「さ
がほのか」は、酸味がほとん
ど無く、甘いいちごが好きな方には、「さがほの
か」がお勧めです。
　ご家族、お友達お誘い合わせのうえ、ぜひご
来園ください。
※来園される際には、必ず事前にご連絡ください。
開園時間：10時～ 16時
販売価格：�200円 /100ℊ
品　　種：さがほのか、紅ほっぺ
【お問い合せ】道下いちご農園
　　　　　　　TEL�090-7155-4603

大隅広域公園大隅広域公園

吾平中学校吾平中学校下名小学校下名小学校神野町内会入口神野町内会入口鵜戸神社鵜戸神社

鶴峰小学校鶴峰小学校

集合写真（JA肝付吾平町前）集合写真（JA肝付吾平町前） 下名小学校下名小学校

吾平小学校吾平小学校

吾平小学校吾平小学校

大牟礼入口大牟礼入口

吾平山上陵吾平山上陵 鵜戸神社鵜戸神社


