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※�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

　令和4年度吾平地域行事カレンダーで小中学校の三学期の始業式を令和5年3月10日（金）
と掲載しておりましたが、令和5年1月10日（火）の誤りでした。

吾平山陵公園の桜が今年もきれいに咲きました
３月中旬から吾平山陵公園の桜が見ごろとなり、休日な

どには多くの方が花見に訪れていました。吾平山陵公園の
桜は県内でも一番といっていいほど早い開花で、春の訪れ
を感じさせてくれます。

夜はコミュニティ協議会のおやじ
の会で設置したライトアップによ
り、昼間とはちがう幻想的な夜桜を
多くの方が楽しんでいました。

行事予定

　今後も吾平地域の発展のために頑張ってまいりま
すので、よろしくお願いします。（◎は新任）
■鹿屋市吾平総合支所……………… （℡…58-7111）
◎総合支所長　  兼 　住民サービス課長 藏ヶ﨑　直
　住民サービス課 　課長補佐 車田　昭人
　産業建設課 　課　　長 岩元　洋一
　　　同 ◎課長補佐 早稲田博昭
　地籍調査推進室 ◎室　　長 船間　博和
　　　同 　次　　長 藺牟田博文
■コミュニティセンター吾平振興会館（℡…58-6036）
 ◎館　　長 入佐　千秋

令和4年度
吾平総合支所職員（管理職）紹介吾平総合支所職員（管理職）紹介

　４月１日から、吾平地域の各小・中学校の校長先
生、教頭先生は下記のとおりとなりました。
　地域の皆さんには、学校行事や通学路での見守り
など、学校活動へのご理解とご協力をよろしくお願
いいたします。 （◎は新任）

吾平小学校�……………………　（℡　58-7122）
　校長 鈴木　　誠 ◎教頭 石橋　三恵

鶴峰小学校�………………………（℡　58-7130）
◎校長 田中かおり 　教頭 中水　一元

下名小学校�……………………　（℡　58-7124）
　校長 岩屋　芳文 ◎教頭 片平　良一

吾平中学校�……………………　（℡　58-7126）
◎校長 松下　幸男 　教頭 松下　　和

吾平地域小中学校
校長・教頭先生の紹介校長・教頭先生の紹介

第 27回関東地区吾平会開催中止の
お知らせ・吾平町皆様へのお願い

関東地区吾平会は「在関東地区吾平町出身者の親睦を図り、
併せて郷土の “ 吾平町 ” との連携強化、郷土の活性化に与するこ
とを目的」に平成 8 年に設立総会を開催し、令和４年 6 月 12 日

（日）に第 27 回総会、懇親会を開催する予定でしたが、コロナ
感染が収束せず出席者の安心、安全の確保が難しい事等を鑑み、
今年は延期もせず昨年に続き中止とさせていただきました。

なお、第 28 回総会、懇親会は令和５年６月 11 日（日）に開
催する予定です。

吾平町在住の皆様へのお願いでございます。
お子様、同級生、知人の方で関東地区に在住の方がありまし

たら、関東地区吾平会への参加呼びかけと、その方の連絡先、住
所等を教えていただけないでしょうか。

「吾平地域行事カレンダー」や「美里吾平だより」、「27回総会誌」
を当会事務局より送付させていただきます。

【関東地区吾平会連絡先】
　会　長	 田邊　　勉
　（S22 年生・寒水出身。携帯 090-6505-6221、FAX045-894-5676）
　副会長・事務局長	 田中　俊幸
　（旧姓幾野・S25 年生・上町出身。携帯 080-6595-6271）

●美里吾平コミュニティ協議会事務局（TEL 0994-58-6566）

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、令和３年度より吾平山
上陵にまつわる神話や歴史を活かしたまちづくりに
積極的に取り組もうと、話し合いを行っています。ア
ドバイザーに、まちづくり地域フォーラムの東川隆
太郎さんをお招きし、意見交換会を行ってきました。
今後、吾平山上陵がある
まちとして、みなさんと
一緒に神話を活かしたま
ちづくりについて考えて
いきたいと思います。

期日 行事予定 場所 問合せ先
5 月 12日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
5 月 16日 月 全共肝属地区 1次予選 肝属家畜市場 吾平総合支所 ☎ 58-7111
5 月 18日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
5 月 21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
5 月 27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
6 月　1日 水 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-7111
6 月　2日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
6 月 15日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
6 月 18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

春を迎えた花々に癒されました
３月には梅、寒桜が見頃となり、４月にはシャクナゲや桃の花が見

頃を迎えました。
いずれの花も素晴らしく、綺麗に咲き誇っていました。
来年は是非春を迎える花々を見に行ってください。

吾平自然公園の寒桜（神野）吾平自然公園の寒桜（神野） 菅原神社の梅（下名西）菅原神社の梅（下名西）吾平自然公園（神野）の桃の花吾平自然公園（神野）の桃の花 吾平自然公園（神野）のシャクナゲ吾平自然公園（神野）のシャクナゲ

あいら散歩道に灯りがともりました

姶良川更生橋からの吾平桜並木公園（あいら散歩道）1.2㎞にソーラー式の LED 外灯が 24 基設置され
ました。これは鹿屋市の事業で設置されたもので、ふるさと納税や寄付金を財源としています。多くの市
民が夜間でもウォーキングや四季折々の花を楽しめることや、学生の通学時の防犯の役割も担っています。
桜の開花時期には提灯で彩られ、夜桜でのウォーキングを楽しまれる方の姿が多く見られました。

【お詫びと訂正】



前回は江戸時代に「姶良外城」の麓が形成されたと紹介しま
した。麓の中心に山

やま

古
ふる

城
じょう

跡があります。山古城は歴史が古く、
平良宗が万寿 3年（1026）に姶良荘を開いたときの居城とさ
れています。（「吾平町の文化財」昭和 56年）城跡に上ると稲

荷神社と八幡神社の石碑があります。
昭和40年くらいまではここの稲荷神社で桜の花の下、春祭りがあり地区
の人々がたくさん集まり、唄や踊りに大変にぎやかなものだったそうです。
また、八幡神社は平良宗が勧請したと言われ、中福良の八幡神社の歴史を
しのばせる貴重なものかと思われます。城への登城口は南西側にありまし
たが、シラス採取で削られたと伝えられています。
山古城の下が江戸時代の姶良郷支配の中心地である地頭仮屋で、周辺に
武士集団が居住したのです。明治６年にはここに郷校（小学校）が設置され、
その後、今の吾平支所付近に移ります。姶良村役場は明治の中頃から大正
15年までこの地頭仮屋跡に置かれました。
役場移転後は麓の集会所となり、戦争中は青年学校（現吾平中学校）と

ともに、飛行機のエンジンの組み立て工場になりました。今は空き地となっ
ていますが、ここに立つと古来からの様々な吾平の歴史を感じさせますね。
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。
写真は山古城を上空から撮影したものです

吾平
まちあるきシリーズ⑥

４月６日（水）に大川内神社で鶴添さくらさん（神
野出身）の結婚記念撮影がありました。

凛々しく美しいお二人に、うがやくんと大川内神社
に祀られている吾平津媛も幸せを願っていたようです。

大川内神社で幸せを願う！
４月 17 日（日）神野中岳山開き

登山を開催し、市内外から 30 名（上
は 74 歳、下は７歳）の参加があり、
大川内神社で安全祈願祭に参加した
後、頂上、４つの滝を目指しました。

天候にも恵まれ、新緑の中、元気
よく登山され、山頂では最高の見晴
らしの中、神野町内会女性部による
手作り弁当に舌鼓を打っておられま
した。

４つの滝も綺麗で参加者は神野の
自然を満喫され、楽しい１日を過ご
されました。

神野中岳登山で自然を満喫しました

上空から撮影した山古城上空から撮影した山古城

山古城跡にある石碑山古城跡にある石碑

　春が訪れ、神野の山々も新緑に染まって素晴らしい景観となっております。
　ゴールデンウィークも間近となり、キャンプシーズン到来となりました。“ 神野 ” 山の学校キャンプ場で自然を体感し、
バーベキューや星空観察で楽しい時を満喫されませんか。
　また、キャンプ場を利用される方も「簡易宿泊所 なかん岳庵」に宿泊者がいな
い場合、なかん岳庵のシャワーを利用できます。
　キャンプ場入口に看板（黄色）がありますので、
そこを目指して来てください。
【お問い合わせ先】
※ご利用には予約が必要です。
美里吾平コミュニティ協議会
平日　午前9時～午後5時
☎0994-58-6566

キャンプシーズン到来！神野へどうぞ

４月６日（水）、市内の各小中学校で入学式が行われました。吾平地域では吾平小学校 23 名、鶴峰小学
校２名、下名小学校 13 名、吾平中学校 75 名が新一年生となり真新しい制服に身を包み、笑顔で新しい学
校生活のスタートを切りました。

喜びいっぱい　小中学校入学式

鵜戸神社にひな飾り

鵜戸神社ではなやかに舞う！

ひな祭りは、女子の健やかな成長を祈る節句祭りです。
３月鵜戸神社に寄贈していただいたひな人形が飾ら

れました。
神社にひな飾りとは珍しいですが、いずれも立派で

神社にお参りに来られた方も見入っておられました。
来年は鵜戸神社にお参りがてら雛飾りを見に来てく

ださい。

３月 20 日（日）、高校生
ミュージカルヒメとヒコの
プロデューサー松永太郎氏
率いる劇団ニライスタジオ
が、鵜戸神社境内にて創作
舞踊の披露を行いました。

鵜戸神社は吾平山上陵
に眠る神武天皇の父、ウガヤフキアエズノミコトと
その家族が祭神の神話に関係の深い神社です。

今回は、代表の松永太郎さんが吾平出身であるこ
ともあり、神話を活かしたまちづくりに取り組む吾
平地域の活性化の契機となればとのことから実施さ
れました。

会場は夕暮れ時で、かがり火の光の幻想的な雰囲
気の中、多くの来場者は素晴らしい演舞に見入って
いました。

3 月 24 日（木）
居場所づくり「茶
のん家 」主 催に
よるノルディック
ウォーキングが行
われ、参加者 26
名であいら散歩道
を歩きました。

散歩道の桜はま
だ咲き始めでしたが、道路沿いの菜の花が満開で花
を見ながらのウォーキングを皆さん大いに楽しんで
いらっしゃいました。

３月９日（水）、振興会館で「高齢者大学閉講式」
が行われました。

今年はコロナの影響で、何度か休講になりました
が、閉講式では15名の受講生が元気に参加。当日は、
吾平地域女性団体連絡協議会の踊りが披露され、楽
しい閉講式となりました。

参加者は「楽しい時間でした。元気を貰いました。
来年もぜひ参加したい」と語っていました。

下名小学校

鶴峰小学校

吾平小学校

吾平中学校

ノルディックウォーキング
での散歩

踊りでにぎやかな
高齢者大学閉講式

簡易宿泊所	なかん岳庵 “神野 ” 山の学校キャンプ場
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しい閉講式となりました。

参加者は「楽しい時間でした。元気を貰いました。
来年もぜひ参加したい」と語っていました。

下名小学校

鶴峰小学校

吾平小学校

吾平中学校

ノルディックウォーキング
での散歩

踊りでにぎやかな
高齢者大学閉講式

簡易宿泊所	なかん岳庵 “神野 ” 山の学校キャンプ場
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※�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

　令和4年度吾平地域行事カレンダーで小中学校の三学期の始業式を令和5年3月10日（金）
と掲載しておりましたが、令和5年1月10日（火）の誤りでした。

吾平山陵公園の桜が今年もきれいに咲きました
３月中旬から吾平山陵公園の桜が見ごろとなり、休日な

どには多くの方が花見に訪れていました。吾平山陵公園の
桜は県内でも一番といっていいほど早い開花で、春の訪れ
を感じさせてくれます。

夜はコミュニティ協議会のおやじ
の会で設置したライトアップによ
り、昼間とはちがう幻想的な夜桜を
多くの方が楽しんでいました。

行事予定

　今後も吾平地域の発展のために頑張ってまいりま
すので、よろしくお願いします。（◎は新任）
■鹿屋市吾平総合支所……………… （℡…58-7111）
◎総合支所長　  兼 　住民サービス課長 藏ヶ﨑　直
　住民サービス課 　課長補佐 車田　昭人
　産業建設課 　課　　長 岩元　洋一
　　　同 ◎課長補佐 早稲田博昭
　地籍調査推進室 ◎室　　長 船間　博和
　　　同 　次　　長 藺牟田博文
■コミュニティセンター吾平振興会館（℡…58-6036）
 ◎館　　長 入佐　千秋

令和4年度
吾平総合支所職員（管理職）紹介吾平総合支所職員（管理職）紹介

　４月１日から、吾平地域の各小・中学校の校長先
生、教頭先生は下記のとおりとなりました。
　地域の皆さんには、学校行事や通学路での見守り
など、学校活動へのご理解とご協力をよろしくお願
いいたします。 （◎は新任）

吾平小学校�……………………　（℡　58-7122）
　校長 鈴木　　誠 ◎教頭 石橋　三恵

鶴峰小学校�………………………（℡　58-7130）
◎校長 田中かおり 　教頭 中水　一元

下名小学校�……………………　（℡　58-7124）
　校長 岩屋　芳文 ◎教頭 片平　良一

吾平中学校�……………………　（℡　58-7126）
◎校長 松下　幸男 　教頭 松下　　和

吾平地域小中学校
校長・教頭先生の紹介校長・教頭先生の紹介

第 27回関東地区吾平会開催中止の
お知らせ・吾平町皆様へのお願い

関東地区吾平会は「在関東地区吾平町出身者の親睦を図り、
併せて郷土の “ 吾平町 ” との連携強化、郷土の活性化に与するこ
とを目的」に平成 8 年に設立総会を開催し、令和４年 6 月 12 日

（日）に第 27 回総会、懇親会を開催する予定でしたが、コロナ
感染が収束せず出席者の安心、安全の確保が難しい事等を鑑み、
今年は延期もせず昨年に続き中止とさせていただきました。

なお、第 28 回総会、懇親会は令和５年６月 11 日（日）に開
催する予定です。

吾平町在住の皆様へのお願いでございます。
お子様、同級生、知人の方で関東地区に在住の方がありまし

たら、関東地区吾平会への参加呼びかけと、その方の連絡先、住
所等を教えていただけないでしょうか。

「吾平地域行事カレンダー」や「美里吾平だより」、「27回総会誌」
を当会事務局より送付させていただきます。

【関東地区吾平会連絡先】
　会　長	 田邊　　勉
　（S22 年生・寒水出身。携帯 090-6505-6221、FAX045-894-5676）
　副会長・事務局長	 田中　俊幸
　（旧姓幾野・S25 年生・上町出身。携帯 080-6595-6271）

●美里吾平コミュニティ協議会事務局（TEL 0994-58-6566）

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、令和３年度より吾平山
上陵にまつわる神話や歴史を活かしたまちづくりに
積極的に取り組もうと、話し合いを行っています。ア
ドバイザーに、まちづくり地域フォーラムの東川隆
太郎さんをお招きし、意見交換会を行ってきました。
今後、吾平山上陵がある
まちとして、みなさんと
一緒に神話を活かしたま
ちづくりについて考えて
いきたいと思います。

期日 行事予定 場所 問合せ先
5 月 12日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
5 月 16日 月 全共肝属地区 1次予選 肝属家畜市場 吾平総合支所 ☎ 58-7111
5 月 18日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
5 月 21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
5 月 27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
6 月　1日 水 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-7111
6 月　2日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
6 月 15日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
6 月 18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

春を迎えた花々に癒されました
３月には梅、寒桜が見頃となり、４月にはシャクナゲや桃の花が見

頃を迎えました。
いずれの花も素晴らしく、綺麗に咲き誇っていました。
来年は是非春を迎える花々を見に行ってください。

吾平自然公園の寒桜（神野）吾平自然公園の寒桜（神野） 菅原神社の梅（下名西）菅原神社の梅（下名西）吾平自然公園（神野）の桃の花吾平自然公園（神野）の桃の花 吾平自然公園（神野）のシャクナゲ吾平自然公園（神野）のシャクナゲ

あいら散歩道に灯りがともりました

姶良川更生橋からの吾平桜並木公園（あいら散歩道）1.2㎞にソーラー式の LED 外灯が 24 基設置され
ました。これは鹿屋市の事業で設置されたもので、ふるさと納税や寄付金を財源としています。多くの市
民が夜間でもウォーキングや四季折々の花を楽しめることや、学生の通学時の防犯の役割も担っています。
桜の開花時期には提灯で彩られ、夜桜でのウォーキングを楽しまれる方の姿が多く見られました。

【お詫びと訂正】


