
第７回 美里あいら元気市

第 41 回美里あいら文化祭 農業祭・宮下相撲
秋晴れでにぎわう　11 月 3 日（金）から 5 日（日）まで、第 41回美里

あいら文化祭が開催されました。舞台では新しい演目
も加わり、前夜祭・本祭ともに日ごろの練習の成果を
十分にご披露していただきました。また、会場には各
部門の多くの力作が並び、にぎやかに美里吾平の秋を
彩りました。
　地女連の皆さんの豚汁とおにぎりの振舞いに前夜祭
の出演者・スタッフも大喜びでした。

　11 月 12 日（日）節目となる第 40 回農業祭と第
119 回宮下相撲を多くの人々が楽しみました。
　大ホールの式典では、功労者とあいら一番の表彰や
上永瀬健二さんの決意表明がありました。一方、外で
は抽選会や玉子つかみ取りなどのイベント、そして食
べ物や各種販売のテントが多くの人でにぎわっていま
した。宮下相撲では、こども相撲や赤ちゃんの土俵入
りに大きな歓声が上がっていました。

　11 月 5 日（日）美里あいら文化
祭と共に「美里あいら元気市 ～食
の文化祭～ 」を吾平中央公園で開
催しました。町内会や子供会のお
陰で、素敵な料理を用意して頂き
ました。約 1500 人の来場があり、
全品売り切れで大盛況！皆様、ご協
力・ご参加ありがとうございました。

　11 月 15 日（水）読書ボ
ランティアグループ『ハッ
ピースマイル』が県優良読書
グループとして表彰されまし
た。年間を通して幅広い年代
のメンバーが様々な場所で
絵本や紙芝居の読み聞かせ
活動をしています。最近は活動の場も増え、わらべ

歌や歌の絵本も取り
入れて笑顔で「おは
なし」を届けていま
す！

　11 月 3 日（金）錦江町で開催された肝属地区広
域文化祭に「山陵子ども太鼓」が出演しました。孫
世代へ受け継がれた山陵太鼓は繊細に、そして力強
く会場に響きました。子どもたちの頬が赤く染まり、
精一杯、演奏をやり切った表情がとても清々しく印
象的でした。

　10月から年末にかけて、吾平町だけでも様々な
行事があり、とっても活発な時期だったと思います。
関係者のみなさま、お疲れ様でした。そして参加者

の皆様、ありがとうございました。
　こういった諸々の努力や、催しの積み重ねが町の
活性化につながっていくのだと、しみじみと感じま
した。また、何かある時は、皆様の協力と参加を期
待しております。何卒、よろしくお願い致します！

優良読書グループ受賞

第 22 回　関西吾平会開催

山陵子ども太鼓　出演

　10 月 29 日 ( 日 ) 振
興会館で第 108 回美
里あいら敬老会が開催
され、長寿賞の徳留ユ
リさん（101 歳）を始
め、約 370 名が出席

されました。多くの方
のご支援で楽しく、華
やかな式典となりまし
た。ありがとうござい
ます。

　11 月 21 日（火）28 日（火）吾平小学校の 3 年
生が食育も兼ねた授業で郷土料理の「ガネ天」作り
に挑戦！自分たちで育てたさつま芋で料理するガネ
天は格別で、「美味しい！」「また作りたい！」など
の声が上がっていました。

第108回 美里あいら敬老会

学校応援団　ガネ天作り
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　10 月 22 日（日）大阪リバーサイドホテルにて関
西吾平会が行われました。今回は台風の影響で悪天
候となりましたが、たくさんの方が集まり、吾平か
らも多数の参加がありました。
　ぜひ来年の会に、いらしてくださいね！
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うがやくん12回目の夏も暑かった。
下名のタケマロくんが「暑い、暑い」と
言いながらやって来た。丁度、うがや
くんと仲間たちが川のふちで泳いでい
る時だった。「あ、タケマロくんだ。一
緒に泳ごうよ！」「ダメダメ、僕は泳げ
ないんだ」「なあんだ。それじゃ、滝に
行ってみる？」そして、みんなで神野の
中岳にある滝に行ってみることにした。
滝巡りの道を歩いていると、タケマロく
んが音をあげた。
「へとへとだぁ」この根性なしをどう
しようかと考えていると、仲間の一人が耳打ちした。
「イノシシの真似をしたら、タケマロくんはきっと走っていくさ」「それはいい！」
ぐったりしているタケマロくんの後ろ側から、大きな声を出した！「ブヒ！ブヒー！」
「わぁ！イノシシだー！」逃げるタケマロくんは全速力！速いのなんのって！！！
効果てきめんで、タケマロくんは一番高い所にある【おしどりの滝】まで一目散に走った。
この滝はちょっとしたプールになっている所があって、仲間達はひと泳ぎ、タケマロくんは足を浸して「な
んて気持ち良いんだ！」と大はしゃぎさ。

すっかり汗の引いたタケマロくんは巨大な
花崗岩の畳にゴロンと横になり「アー、ここ
は気持ちの良い所だなぁ」と何回か繰り返す
うちに、寝てしまったよ。よっぽど疲れたん
だ。滝の音が子守唄になったみたいだね。

注） 姶良川の滝は数百万年前に噴出して固まった
花崗岩層が水流によって露出したもので、滝
の落差は 20m から 30m あり、巨岩の白さ
と流れ落ちる水の群青色の対比が美しい。

　11 月 19 日（日）に「吾平地区高齢
者徘徊模擬訓練」を行いました。振興
会館で開会式後、小中学生と大人から
なる 8 班をつくって、中央町地区の 4
地区に分かれて、4 人の徘徊者役を探
し回りました。探し出した時には、認知
症サポーター養成講座で学んだ声掛け
方法をするように努めました。閉会式
では各班の小学生が率直な感想を述べ、
地域包括支援センターの徳留浩二セン
ター長に総評でお褒めの言葉をいただ
きました。参加者は 165 人で、参加者
には地女連と男塾による炊き出し味付
きご飯と、マスクが配布されました。

　11 月 26 日（日）吾平町内で 2
つの催しがありました。旧神野小
学校では、料理研究家の門倉多仁
亜さんと神野婦人部によるランチ
コースの提供と、おおすみハナマ
ルシェを開催。悪天候の中、1000
人を越える来場があり、大いに盛
り上がりました。一方、大隅広域
公園では秋の感謝祭を開催。縁日
遊び・動物とのふれあい・白バイ
の試乗やバルーンアート・そして、
鹿屋市から来ていただいた出店者
の方々のお陰で、参加者の皆様が
楽しく過ごされていました。

【コミ協】 吾平で初めての高齢者徘徊模擬訓練を実施

　　食とマルシェの祭典 　秋の感謝祭

期日 行事予定 場所 問合せ先
1 月　2日 火 二十歳のつどい JA肝付吾平町 吾平地域新成人の集い実行委員会
1月　9日 火 小中学校始業式 各学校 各学校へお問合せ下さい
1月 13日 土

名物あいら木市祭 吾平商店街 58-6020 吾平商工会
1月 14日 日
1月 17日 水 高齢者大学 振興会館 58-6036 振興会館
1月 30日 火 ほたる号　来所 吾平総合支所 43-9380 市立図書館
2月　4日 日 美里あいらウォーキング大会 大隅広域公園 58-7111 総合支所
2月 21日 水 高齢者大学閉校式 振興会館 58-6036 振興会館
2月 22日 木 ほたる号　来所 吾平総合支所 43-9380 市立図書館

　11 月 19 日（日）かのやローズヒル駅伝大会が開
催されました。
　吾平からは、
区間賞を鶴峰小
学校の福満玲奈
さんが受賞しま
した。皆様、お
疲れ様でした！

　12 月 3 日（日）吾平物産館つわぶきがリニュー
アルオープン！味噌うどんも復活し店内も改装し
て、とっても素敵に！
　営業時間は 8:30 ～ 17:00。定休日は水曜日です。

【連絡先： 58-8907】

ローズヒル駅伝 「つわぶき」がオープン
行事予定

うがやくんの冒険（４）　 吾平今昔物語
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