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期日 行事予定 場所 問合せ先
　1月 11日 火 小中学校始業式 各小中学校 各小中学校
１月 13日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
1 月 15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
1 月 15日 土 あいら川鬼火焚き 月見橋上流 吾平総合支所 ☎ 58-7257
1 月 19日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館　　　　　　　　☎ 58-6036
1 月 26日 水 移動図書館ほたる号 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380
2 月　3日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
2 月 16日 水 高齢者大学閉講式 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
2 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
2 月 22日 火 移動図書館ほたる号 吾平総合支所 鹿屋市立図書館 ☎ 43-9380

※�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

かのや市商工会女性部吾平支部では、新型コロナウイ
ルスの影響で学校行事などの自粛生活を送りながら卒業
を迎える吾平中学校三年生の皆さんへ残り少ない学校生
活の思い出になれば、と心を込めて「絵馬」を手作りし、
うがやくんのお手伝いを頂きプレゼントしました。 吾平町のひまわり・コスモス

お茶と雅楽で秋の吾平山上陵を楽しみました！

10 月末頃、ひまわりとコスモスを見に行ってきました。
町内に点在していて、ちょっとしたひまわりコスモスのツアーとなりました。大牟礼地区はコスモスと
ひまわりが一緒に咲いており、背景には山があり圧巻でした。この季節に是非見に行ってください。

11月28日（日）に第５回「吾平山上陵の四季を楽しむお茶会」をコミュニティ協議会（地域づくり部会）
が主催し開催いたしました。
当日は天候にも恵まれ、コロナ感染防止対策のなか、大隅雅楽同好会による雅楽演奏、ニライスタジオの
創作芸能披露が行われました。
また、鹿屋女子高校の茶道部員の方々、関係者、出店者の皆さまのご協力もあり、327名の方々にお茶会
を楽しんでいただきました。
紅葉も見頃でお客様に秋を十分に堪能していただけたと思います。

行事予定

吾平中学校への絵馬寄贈
コロナ禍に負けるな受験生！～手作り「絵馬」で夢を掴んで!!～

令和３年10月 22日、鹿屋市役所吾
平総合支所にて、鹿児島県新規就農者経
営発展支援事業の目録伝達式が行われ
ました。当事業は所得目標や地域貢献度
など審査される狭き門であり、見事、受
賞されたのは、ピーマ
ン農家の茅場博人さん
です。茅場さんには受
賞を励みとして、今後
ますますご活躍される
ことを期待します。

11月７日（日）に神野中岳登山口にある駐車場で
「軽トラ市」が行われました。

神野地区の皆さ
んが持ち寄った地元
の美味しいお米や、
特産品、手作りの惣
菜等が販売され、登
山客や地元の住民
も参加して大いに賑
わいました。

12月11日（土）、“神野 ”山の学校キャンプ場で「冬の “神野 ”
星空観察会」が開催され、90名の方が参加されました。冬の夜空は
透明度が上がり、スッキリとした綺麗な星空を見る事ができ、大浦
健治講師による見える星や星座の説明の後、天体望遠鏡で星の観察
を行うなど、参加された方々は「神野の星空」を楽しまれていました。
また、神野町内会の方々による「焼き芋」と「神野鍋」の振る舞

いがあり、皆さん美味しいと喜んでおられました。

日時　令和４年１月 15日（土）18時から
天候　悪天候時は中止
場所　月見橋上流（カヌー艇庫の対岸辺り）
※�新型コロナウイルス感染の状況によっては、開催を中
止する事がありますのであ
らかじめご了承ください。

【お問合せ先】
　鹿屋市　吾平総合支所
　産業建設課
　☎ 0994-58-7257

神野軽トラ市

神野で星空を楽しみました！

あいら川あいら川
河川敷河川敷“鬼火焚き”“鬼火焚き”のお知らせのお知らせ

新規就農者経営発展支援事業
の目録伝達式

新地地区のコスモス新地地区のコスモス 大牟礼地区のひまわり大牟礼地区のひまわり

１月１日	 開門…0：00	 閉門…17：30
１月２～３日	 開門…7：30	 閉門…17：30 【お問合せ先】吾平総合支所　☎ 0994-58-7257

●駐車場約 300 台（シャトルバスの運行なし、出店なし）

吾平山上陵吾平山上陵

初　詣初　詣



由緒正しき鵜戸神社だけに見所がいっぱいでしたね。
さて神社を後に、歩き出しましょう。まず北側のお隣吾平総
合支所に向かいます。吾平総合支所の駐車場の西側を流れる新
田川沿いにとても気になる仏様がいらっしゃいます。

この近辺にはその昔「幸田寺」というお寺があったといわれています。旧吾平町誌によるとお寺の創建は
1430年代です。しかし、明治時代初めの「廃仏毀釈」により、「幸田寺」をはじめ「玉泉寺」（鏡原）、「含粒寺」（門
前）などは廃寺となってしまいました。この明治２年頃から吹き荒れた「廃仏毀釈」によって県内の寺院はほ
とんどが被害に遭い消滅してしまいました。その被害は島津家の菩提寺でさえ例外ではなかったのです。お寺
だけではありません。お寺の門前にあった仁王様が町内にもお寺跡付近に残っていますが、そのほとんどが腕
がもがれたり、体の一部やお顔を削られたりの損傷が見られます。また、他にも観音様や地蔵様、田の神様ま
でがその被害に遭われました。

写真をごらんの通り、この仏様も首をもがれています。像の下に
は「法印権大僧都照應大和尚」の文字が読みとれ、万延元年（1860年）
のもので、僧の中でもかなり高位の和尚様であったと思われます。
いまではその姿をしのぶよすがもありませんが、「幸田寺」は今
の吾平総合支所一帯を含む大きなお寺で、地域の人々の尊崇を集め
た寺であったことでしょう。駐車場に立って、かつてのお寺に思い
を巡らしてみませんか。

記事・写真提供：小手川清隆氏

吾平 まちあるきシリーズ④

吾平総合支所（幸田寺）

11月17日(水 )、
振興会館主催「高
齢者大学館外研修」
が開催されました。
当日は15名の受
講生が参加し、バ
スで大隅地域内の名所を回りました。
木場の立神神社→肝付町荒瀬ダム→志布志市宝満神
社などを視察。
参加者は「地元にはいいところがいっぱい。キレイ

な景色も見れて楽しかった」と笑顔で話をしてくれま
した。

高齢者大学　研修
12月８日 (水 )、いずみ幼稚園でクリスマスお話し
会が開かれました。
地元の読書ボランティアグループ「ハッピースマイ

ル」が参加し、絵本の読み聞かせやマジックが披露され、
ひとあし早いクリスマスを楽しみました。

サンタクロース
の白い大きな袋か
らお菓子が配られ
ると、子どもたち
はキラキラした笑
顔でうれしそうに
こたえていました。

「サンタさーん」クリスマスお話し会

「“神野”山の学校キャンプ場」「“神野”山の学校キャンプ場」

秋冬プレミアムイベントのお知らせ秋冬プレミアムイベントのお知らせ
「“神野 ”山の学校キャンプ場」又は「簡易宿泊所なかん岳庵」に宿
泊されたグループ・個人の方に「神野の玉手箱」として季節野菜等の
詰合せをプレゼントします。

開催期間　令和4年 1月 30日（日）迄　
　　　　　※12月 29日から1月 3日の年末年始を除く
利用条件
⃝�宿泊日から数えて５日前（土曜利用者は月曜日）までに利用予約
した人
⃝�利用者の都合によるキャンセル又は、主催者の判断によりイベ
ントを中止した場合はプレゼントの対象となりません　

【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

高齢者にやさしいまち吾平にしよう

黄金色に輝く神野のイチョウ

11月12日（金）コミュ
ニティセンター吾平振興
会館で、コミュニティ協
議会くらし部会員と民生・
児童委員を対象として、
認知症サポーター養成講

座を開催しました。
地域で支えあえる、高
齢者にやさしいまち吾平
を目指して、くらし部会
では今後も養成講座を開
催していく予定です。

“神野 ”山の学校キャンプ場
（元神野小学校）のイチョウが
冬を迎えて色づいていました。
太陽を背に浴びて、後ろには中岳が控え自然一杯

の景色です。

鹿屋市市民表彰
11月４日に「令和３年
度鹿屋市表彰式」が行わ
れ、吾平町文化協会会長
などを歴任され、長年に
わたり文化活動の普及に
努められた功績により、
坂中�春久さんが教育文化
部門で市民表彰を受けら
れました。

鵜戸神社の鳥居が神々しくライトアップ
年末年始にかけて、商店街のイルミネーションに

あわせ鵜戸神社のライトアップを行いました。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、毎年取り組んでいるもの。昼間
の雰囲気とは変わり、夜になるとさらに神々しく幻想
的な雰囲気を醸し出しています。

吾平山上陵で秋を楽しみました。

10 月 27日に枕崎小学校（37名）、11月２日に鹿児島県観光連盟（17名）、11月５日に武岡白百合老
人会（32名）、11月 25日に縄文市場（15名）の方々が吾平山上陵へ参拝に来られました。うがやくん
の出迎えに皆さん喜んでいらっしゃいました。

鹿児島県観光連盟の皆さん 縄文市場の皆さん

武岡白百合老人会の皆さん 枕崎小学校の皆さん

写真：神野町内会　女性部 立神神社立神神社
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前）などは廃寺となってしまいました。この明治２年頃から吹き荒れた「廃仏毀釈」によって県内の寺院はほ
とんどが被害に遭い消滅してしまいました。その被害は島津家の菩提寺でさえ例外ではなかったのです。お寺
だけではありません。お寺の門前にあった仁王様が町内にもお寺跡付近に残っていますが、そのほとんどが腕
がもがれたり、体の一部やお顔を削られたりの損傷が見られます。また、他にも観音様や地蔵様、田の神様ま
でがその被害に遭われました。

写真をごらんの通り、この仏様も首をもがれています。像の下に
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吾平 まちあるきシリーズ④

吾平総合支所（幸田寺）

11月17日(水 )、
振興会館主催「高
齢者大学館外研修」
が開催されました。
当日は15名の受
講生が参加し、バ
スで大隅地域内の名所を回りました。
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高齢者にやさしいまち吾平にしよう
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年末年始にかけて、商店街のイルミネーションに
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を盛り上げようと、毎年取り組んでいるもの。昼間
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的な雰囲気を醸し出しています。

吾平山上陵で秋を楽しみました。
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鹿児島県観光連盟の皆さん 縄文市場の皆さん

武岡白百合老人会の皆さん 枕崎小学校の皆さん

写真：神野町内会　女性部 立神神社立神神社
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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

かのや市商工会女性部吾平支部では、新型コロナウイ
ルスの影響で学校行事などの自粛生活を送りながら卒業
を迎える吾平中学校三年生の皆さんへ残り少ない学校生
活の思い出になれば、と心を込めて「絵馬」を手作りし、
うがやくんのお手伝いを頂きプレゼントしました。 吾平町のひまわり・コスモス

お茶と雅楽で秋の吾平山上陵を楽しみました！

10 月末頃、ひまわりとコスモスを見に行ってきました。
町内に点在していて、ちょっとしたひまわりコスモスのツアーとなりました。大牟礼地区はコスモスと
ひまわりが一緒に咲いており、背景には山があり圧巻でした。この季節に是非見に行ってください。

11月28日（日）に第５回「吾平山上陵の四季を楽しむお茶会」をコミュニティ協議会（地域づくり部会）
が主催し開催いたしました。
当日は天候にも恵まれ、コロナ感染防止対策のなか、大隅雅楽同好会による雅楽演奏、ニライスタジオの
創作芸能披露が行われました。
また、鹿屋女子高校の茶道部員の方々、関係者、出店者の皆さまのご協力もあり、327名の方々にお茶会
を楽しんでいただきました。
紅葉も見頃でお客様に秋を十分に堪能していただけたと思います。

行事予定

吾平中学校への絵馬寄贈
コロナ禍に負けるな受験生！～手作り「絵馬」で夢を掴んで!!～

令和３年10月 22日、鹿屋市役所吾
平総合支所にて、鹿児島県新規就農者経
営発展支援事業の目録伝達式が行われ
ました。当事業は所得目標や地域貢献度
など審査される狭き門であり、見事、受
賞されたのは、ピーマ
ン農家の茅場博人さん
です。茅場さんには受
賞を励みとして、今後
ますますご活躍される
ことを期待します。

11月７日（日）に神野中岳登山口にある駐車場で
「軽トラ市」が行われました。

神野地区の皆さ
んが持ち寄った地元
の美味しいお米や、
特産品、手作りの惣
菜等が販売され、登
山客や地元の住民
も参加して大いに賑
わいました。

12月11日（土）、“神野 ”山の学校キャンプ場で「冬の “神野 ”
星空観察会」が開催され、90名の方が参加されました。冬の夜空は
透明度が上がり、スッキリとした綺麗な星空を見る事ができ、大浦
健治講師による見える星や星座の説明の後、天体望遠鏡で星の観察
を行うなど、参加された方々は「神野の星空」を楽しまれていました。
また、神野町内会の方々による「焼き芋」と「神野鍋」の振る舞

いがあり、皆さん美味しいと喜んでおられました。

日時　令和４年１月 15日（土）18時から
天候　悪天候時は中止
場所　月見橋上流（カヌー艇庫の対岸辺り）
※�新型コロナウイルス感染の状況によっては、開催を中
止する事がありますのであ
らかじめご了承ください。

【お問合せ先】
　鹿屋市　吾平総合支所
　産業建設課
　☎ 0994-58-7257

神野軽トラ市

神野で星空を楽しみました！

あいら川あいら川
河川敷河川敷“鬼火焚き”“鬼火焚き”のお知らせのお知らせ

新規就農者経営発展支援事業
の目録伝達式

新地地区のコスモス新地地区のコスモス 大牟礼地区のひまわり大牟礼地区のひまわり

１月１日	 開門…0：00	 閉門…17：30
１月２～３日	 開門…7：30	 閉門…17：30 【お問合せ先】吾平総合支所　☎ 0994-58-7257

●駐車場約 300 台（シャトルバスの運行なし、出店なし）

吾平山上陵吾平山上陵
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