
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９３号 令和元年６月２８日発行 

発行元 美里吾平コミュニティ協議会 

住所：〒893-1103 鹿屋市吾平町麓 3408-1 

電話：０９９４-５８-６５６６ だより 

行事予定 
期 日 行事予定 場 所 問合せ先 

７月１７日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 58-6036 

７月１７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 

７月１９日 金 小中学校終業式 各小・中学校 各小・中学校 

７月２０日 土 ＪＡ納涼祭 湯遊ランドあいら ＪＡ肝付吾平町 58-6511 

7 月２０日 土 子ども交流会 下名小学校 美里吾平コミュニティ協議会 58-6566 

８月 ３日 土 美里あいら伝統芸能祭 鵜戸神社 美里吾平コミュニティ協議会 58-6566 

８月 ４日 日 美里あいら夏祭り・花火大会 商店街・月見橋周辺 商工会吾平支所 58-6020 

８月１５日 木 吾平町戦没者追悼式 鵜戸神社 社会福祉協議会 吾平支所 58-8860 

８月１８日 日 吾平小校門坂ソーメン流し大会 吾平小学校 美里吾平コミュニティ協議会 58-6566 

８月２２日㈭～２３日㈮ 美里あいらソフトバレーボール大会 吾平振興会館 吾平振興会館 58-6036 

８月２３日 金 吾平町畜産共進会 吾平家畜集合センター ＪＡ肝付吾平町 58-6511 

８月２５日 日 あいら川まつり in サマー2019（仮） 姶良川月見橋周辺 
あいら川かわまちづくり 

実行委員会 
58-7257 

8 月２８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 

 

【日 時】令和元年８月２５日（日）１０時～１２時３０分 

【場 所】姶良川月見橋上流の河川敷 

【内 容】カヌー体験会（小学４年生以上）、アユつかみ取り、

地元ＰＴＡ等によるバザーなど雨天時：９月１日（日） 

問あいら川かわまちづくり実行委員会 TEL:58-7257 

河川環境学習 小学生向けの体験学習 

【時間】８時～１０時 【定員】１５人 

吾平運動場に掲示板が設置されました 

吾平山陵周遊活性化実行委員会では、吾平運動

場駐車場に掲示板を設置し、町内外の方々に吾平

地域の観光や各種イベント情報を発信していきま

すので、近くにお越しの際はご覧ください。 

鹿屋市認定登山ガイドと 
神野の中岳（吾平富士）を登ろう！ 

今年度、鹿屋市認定登山ガイドが誕生しました。神野の

中岳は２つのコースが設定されています。 

①中岳往復コース

（往復約４時間） 

初心者でも登りやすく、中岳山頂からは

志布志湾、開聞岳が望めるコースです。 

②中岳ぐるっとコース 

（往復約 5 時間） 

登山後に四滝（おしどりの滝、一本松の

滝、杖立の滝、特攻の滝）を巡ります。 

 ガイドさんと一緒に登 

ることで、登山のイロハ 

も学べて、より楽しく安 

全に登れます。ご予約は 

鹿屋市観光協会のホーム 

ページにアクセスして確 

認してください。 

男性たちのボランティア活動「男塾」が活躍中!! 
吾平町内の男性有志が

集まり、地域で何か役立つ

ことをと思いボランティ

ア団体「男塾」を結成しま

した。まずは、「刃物研ぎ

グループ」として吾平地域 

を対象に集落のサロン等に出張して刃物（包丁、は

さみ等）研ぎをしています。今後、その他のボラン

ティア化活動についても検討中です。 

男性で興味のある方、男塾に入りませんか？詳し

いことは、社会福祉協議会吾平支所までお問合せく

ださい（☎58-8860） 

吾平町は高齢者等への買い物支援に取り組んでいます 

交通手段がない、運転免許証を返納したなどの理由から、日常生活のお

買い物に行けずに困ったことはないでしょうか。吾平町では交通弱者に 

対する次のような買い物支援に取り組んでいます。 

電話１本で吾平町商店街の品物をご自宅まで配達してくれるサービスです。 

家に居ながら商店街の買い物をすることができます。配達料は無料です。 

配達曜日 毎週 月・水・金・土 

配達時間 午後 1 時～午後 5 時 

利用方法 

直接お店に電話で注文する 

※配達はファミリープラザ杉園が代行し
て行います。お店で買った商品をご自宅
まで配達することもできます。 

加盟店舗 

吾平種苗、木下文具店、久木山商店、 

くすりのにしざこ、酒のあさくら、 

シューズショップキリノ、須田商店、 

東京屋、ファミリープラザ杉園、 

ふるさと市場、ホームショップ丸万、 

山下商店 

 

 Ａコープが販売車で集

落の公民館などを回り、

移動販売を行っていま

す。店まで行かずにＡコ

ープの商品を買うことが

できます。生鮮食品も販

売しています。 

吾平町内の集落と公共施

設等を巡回するコミュニテ

ィバスです。お買い物の他、

病院受診や吾平総合支所、

湯遊ランドへの移動手段と

してご利用ください。 

曜日 販  売  先 

月 神野・鶴峰東コース 

火 鶴峰東・鶴峰西コース 

水 鶴峰西・鶴峰中・中央西コース 

木 中央西・中央町・中央麓・下名東コース 

金 下名東、下名西コース 

 

吾平町商店街まるごと宅配便 

※詳しい停留場所、時間帯については、Ａコー

プに直接お問合せください。 

☎0994-58-8711 

くるりんバス 

※時刻表、ルート図は鹿屋市のホームページや吾平総

合支所で取得できます。 

【お問合せ先】鹿屋市役所 地域活力推進課 

☎0994-31-1147 

運行日 
毎週 火・木曜日 

（12/29～１/３は運休） 

運 賃 １回１００円 

運 行 

ルート 

東ルート 
新地、苫野、木場、神野、 

車田、鏡原方面 

西ルート 
真戸原、上西目、うぐいす、 

坂元、下名方面 

 

 
ぜひご利用 

ください！ 

あいら川まつり in サマー2019（仮称） 
川に親しんで、川で遊びつくそう！ 

 

問姶良川河川愛護会 

TEL:58-6020 



 

 

５月１０日（金）、令和元年度の「コミ協総会」が開催されま

した。開会のご発声を前村副会長、前田会長の挨拶と進み、中西

市長から「地域課題等は自分たちで取り組み、また地元と地元団

体、行政が一体となって、色々な人に参加していただきながら素

晴らしい町づくりを」との来賓あいさつ後、協議に移りました。

平成３０年度事業実績は会議等を含め１１９回の活動実績が報

告され、また令和元年度事業計画については事業内容を精査しつ

つ、地域活性化のために充実した事業を展開する等の報告があ

り、すべての議案が承認され総会は終了いたしました。 

年１回の出会い 盛り上がる 
 

天皇即位記念にサクラを植樹しました 
５月３０日（木）、天皇即位記念植樹式を行いました。「四季を楽し

むお茶会」の会場で「天皇即位記念樹」の寄附箱を設置し、集まった

寄附金を基に、サクラの木（ソメイヨシノ）幼木２本を参道入り口左

側と行幸記念碑横にそれぞれ植樹しました。 

植樹したサクラが綺麗に花開くまではし 

ばらく時間がかかると思いますが、訪れた 

際はぜひ桜にも目を向けてください。植樹 

に際し、(株)田辺造園さん、木工房ｃｏｍ 

ｉｍｉさんのご協力をいただきました。 

５月２６日（日）、「春の陵北荘バザー」が開催され

ました。木工品、陶芸品、和洋菓子の販売コーナーの

他に多数の出店があり、和太鼓演奏などの舞台イベン

ト、園児による絵画コーナーもありました。 

今年は、子供連れのご家族が多く、例年に比べて１．

５倍ほどの方が来場され、卵のつかみ取りや工作体験

コーナーは大人気で、おおいに盛り上がりました。 

春の陵北荘バザーにぎわう ハナマルシェ ｉｎ おおすみアリーナ 
5 月 5 日（日）、大隅

アリーナをメイン会場と

した｢こども記念日＊お

おすみハナマルシェ｣が

開催されました。 

各種体験、ゴーカート無料乗車、ステージ発表、

多くの出店者によるハナマルシェも開催されて大い

に賑わいました。また今年は“うがやくん”も参加

して、肝付町の“いて丸” 

との夢のコラボも実現し、 

写真撮影で子ども達から 

ひっぱりだこだったよう 

です。 

今年度の事業が決まりました！ 
 

おっぱいまんじゅうでお茶会 吾平山上陵の歴史と自然を感じる写真展 
 

５月１日（水）、令和元年となった新天皇ご即位の特別な日

に「吾平山上陵の四季を楽しむお茶会」が開催されました。 

小雨が降る中ではありましたが、吾平山陵の美しい自然と

神々しさに包まれ、茶道のお茶（１００円で吾平産のお菓子

付き）を多くの方に楽しんでいただきました。また吾平町内

の菓子店、加工グループで作られた菓子の販売や、小鹿酒造

さんから焼酎試供ボトル等が無償で配布されました。 

４月２７日（土）～５月５日（日）、吾平山上陵物産展示

館で写真展を開催しました。吾平山上陵は美しい情景、悠久

の歴史、野鳥の宝庫など多くの魅力を秘めています。このよ

うな吾平山上陵の歴史を思いおこし、自然の息吹を感じてい

ただき、新しい時代に多くの方に引き継いでいただきたいと

いう思いから開 

かれた今回の写 

真展には、期間 

中、市内外から 

３６２名の方に 

お越しいただき 

ました。 

姶良川をきれいに!! 稚アユの放流＆クリーン作戦 

中央町グラウンドゴルフ大会 
５月２６日（日）、吾平町多目的グラウンドで、中央町町内会春季グラ

ウンドゴルフ大会が開催され、町内会の各班の大人から子供まで約９０名

が参加しました。 

当日は、ホールインワンが出るたびに歓声が上がり、おおいに賑わい、

住民同士の交流を深めることができました。 

「美里吾平塾」スタート!! 
４月２２日（月）、 

美里吾平塾（鹿屋寺子 

屋事業）の開講式が、 

コミュニティセンター 

吾平振興会館で開かれ 

ました。 

本年度は、吾平小学校の１年生から６年生の２４

名と、下名小学校の２年生１名の合計２５名の塾生

と、今年度から指導員に松元武子先生、小竹理恵先

生をお迎えして、毎週月曜日の午後３時から午後６

時まで学習します。地域のことを知る活動や、地域

の方々との交流活動を通して、学力向上と郷土愛を

育んでもらえればと思います。 

市民講座でいきいきと♪ 
５月１８日(土)、令和元年度市民講座開講式が吾

平振興会館で開催されました。あいにくの雨にもか

かわらず、今年度開講の１４講座の受講生の皆さん

が出席してくださいました。開講式に先立ち、講師

の方々に委嘱状の交付も行われました。式典では、

振興会館館長の挨拶や講師の方々の紹介があり、６

月から始まる講座に皆さん期待に胸を膨らませて

いるようでした。 

受講生の方々が自ら 

意欲的に学び、習得し 

た事を個々の生活の中 

で活かすことができた 

らなによりです。 

５月５日（日）、稚アユの放流が行われ、約７０名の参加者が 15,000 匹の鮎を放流しました。また、雨

のため延期になった「第３２回姶良川クリーン作戦」が６月９日（日）に開催され、約２５０名が参加しま

した。姶良川河川愛護会は「アユが泳ぎ、釣りや川遊びができる姶良川であってほしい」との想いで活動し

ており、クリーン作戦には毎年多くの方が参加しています。吾平地域ヤングボランティアのメンバーも稚ア

ユの放流、クリーン作戦に参加し、姶良川の美化活動に貢献していました。 ６月９日（日）、東京の渋谷エクセルホテル東急で「第２４回

関東地区吾平会総会」が開催されました。吾平からも７名が来賓

として出席し、総会全体では約１００名の方が出席されました。   

今年は役員の改選により、千葉法子会長から田邊勉会長へと代

わり、新しい体制でスタートされるそうです。年 1 回、この機会

に会うのが楽しみという方がたくさん 

おられて、それぞれのテーブルで旧交 

を温め、総会後の懇親会もおおいに盛 

り上がっていました。 


