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吾平に新たな交流スポットが誕生します。
あいら川の更生橋（湯遊ランド近く）から姶良橋（瑞穂保育園近く）までの桜並木公園はあいら散歩道

という名前で親しまれ、春には桜と菜の花、秋にはコスモスが咲きランニングやウォーキングを楽しむ方々
や自転車で通学する学生の姿が見られます。

今年度、更生橋を挟む右岸側河川敷が国土交通省
の「川まちづくり事業」により、釣りや川遊び、バー
ベキュー、草スキーなどが楽しめる親水レクリエー
ションスポットに生まれ変わります。

そして更なる地域活性化を図りもっと多くの方々
が訪れ利用していただけるよう、鹿屋市の「あいら
川プロムナード整備事業」により、更生橋から姶良
橋までのあいらさんぽ道の桜並木に LED 外灯を設
置するプロジェクトも進めており、桜の開花に合わ
せて提灯を設置する計画となっています。外灯の設
置により防犯の役割を果たすとともに、桜の時期に
は夜桜を楽しむことができるようになります。
あいら川プロムナード整備事業の財源の一部は地域住民や、全国の皆様から寄付を募って
実施するガバメントクラウドファンディングにより実施します。

事業の実施にあたりまして、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
【問い合わせ先】吾平総合支所住民サービス課　☎ 0994-58-7111

外灯を設置するあいら散歩道の桜並木

期日 行事予定 場所 問合せ先
　9 月　1 日 水 小中学校始業式 各小中学校 各小中学校
　9 月　3 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
　9 月　9 日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
　9 月　9 日 木 郡秋季共進会 家畜市場（田崎町） JA 肝付吾平町 ☎ 58-6516
　9 月12 日 日 吾平中学校体育大会 吾平中学校 吾平中学校 ☎ 58-7126
　9 月15 日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
　9 月26 日 日 吾平地区小学校運動会 各小学校 各小学校
10 月　1 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
10 月　1 日 金 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-7111
10 月　7 日 木 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111
10 月10 日 日 美里あいら体育大会 ※中止決定 吾平振興会館 ☎ 58-6036
10 月20 日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036

※移動図書館ほたる号は時間変更になりました　⇒　10：00 ～ 10：30

行事予定 ※�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

ロードミラーを綺麗に清掃
７月３日にコミュニティ協議

会おやじの会のメンバー９名で
町内のロードミラー清掃を行い
ました。当協議会おやじの会は
町内の小中学校の保護者の有志
で活動しており、地域の為にお
役に立ちたいとの思いから、ボ
ランティア活動や地域活性化イ
ベントを企画実行しており、ロー

ドミラー清掃は今回で４回目になります。清掃により
汚れていたロードミラーがとても綺麗になりました。

関西吾平会中止のお知らせ
関西吾平会は吾平町を“ふるさと”とし関西地区

に居住する方々が、お互いの親睦を図ると共に、郷
土との絆、連帯、交流を深め、いささかなりとも郷
土の活性化に寄与できればと平成８年 11 月に設立
されています。

令和３年度の総会・懇親会につきましては、新型
コロナウイルス感染が拡大している状況から残念で
すが昨年同様中止となっております。

吾平山上陵！うがやくんがお出迎え
薩摩川内市・さつま町の小学校６年生（24 名）、

引率メンバー（８名）が自身の住み暮らす鹿児島の魅
力を知る目的で、現代に残る歴史的施設巡りをしてお
り、７月 30 日に吾平山上陵へ参拝に来られました。

うがやくんがお出迎えしましたが、子どもたちは
嬉しそうに近寄り、中には一緒に写真を撮る方もい
らっしゃいました。

引率メンバーによる「ウガヤフキアエズノミコト
誕生」の寸劇もあり、神話と豊かな自然を十分に楽
しんでおられました。

防災研修会
７月 13 日（火）、中央 

町町内会で防災研修会が
開催され、町内会の役員
等 26 名が参加されまし
た。鹿屋市の安全安心課
の横山防災専門指導員が
講師を務められ、避難情報等の発令基準の変更点の説
明や、災害に対する家庭での備え（備蓄）についての
説明がありました。７月に起きた熱海市での土砂災害
もあったことから「いつ」、「どこで」起きてもおかしく
ない災害として、参加者は真剣に耳を傾けていました。

 昨年度もコロナの影響で多くの行事が中止となりま
した。
　今年度は昨年以上に新型コロナウイルスが猛威を振
るい、鹿児島県も感染者が増加している状況の中で吾平
町内各団体のイベントが中止を余儀なくされています。
　イベント等の中止により誌面でご紹介できるニュー
スも少なくなりつつありますが、今後も明るい情報満
載の紙面づくりに取り組んでまいります。

編集後記

【更生橋上流】
整備、利活用イメージ
上に架かる橋が更生橋、
右に進むと湯遊ランドあいら

【更生橋下流】
整備、利活用イメージ
右側があいらさんぽ道



◎吾平小学校（タンポポママさんによる読み聞かせ）　　◎鶴峰小学校（サツマイモ苗植え付け）
◎下名小学校（田植え）
学校応援団とは地域住民が学校支援を行うボランティア活動であり、子どもたちも色々な経験ができ、楽し

そうにしています。

６月29日（火）、居場所づくり「茶のん家」主催により、
ノルディックウォーキングが行われました。ノルディッ
クウォーキングは、２本のポールを使って歩行運動を補
助し、運動効果を高め、より快適に歩くことができます。
参加者21名は、最初に池田病院のスタッフによる説

明を受け、姶良川堤防を歩きました。
最初はポールの使い方がぎこちなく、手と足が一緒

に出てしまい戸惑う事もありましたが、だんだんと慣れ
てきて楽しく歩け
ました。
肩こり解消、体

力維持にも効果が
あるそうなので是
非体験してみてく
ださい。

ノルディックウォーキングを楽しみました

子どもたちと一緒に！（学校応援団）

　境内に上がりました。本殿にお参りする前に、左側の西南戦
争の招魂塚へ行きましょう。
　明治10年の西南戦争では西郷隆盛に従い、吾平からもたく
さんの人々が当時の明治政府軍と戦いました。激戦の中、5人
の方が戦死。その方々のお名前が招魂塚に刻み込まれています。
　肥後国於南田島・明治10年 4月 6日戦死	 金沢　栄介　年22
　肥後国於妙見坂・明治10年 4月17日戦死	 牧　　快介　年26
　肥後国於楚見村・明治10年 5月 24日戦死	 牧　　快二　年22
　肥後国於人吉・明治10年 6月1日戦死	 松元源左衛門　年 22
　大隅国於蒲生郷佐山・明治10年 6月 29日戦死
	 松元喜右衛門　年 20

　5人とも20歳そこそこの若武者だけですね。他に2人が西
郷軍で戦った罪で１年の実刑に処せられています。明治の動乱
に吾平も大きく巻き込まれたことが分かりますね。
　他にもそれ以降の戦争で犠牲となられた方々の慰霊碑等も建
てられています。

吾平小学校 下名小学校 鶴峰小学校

７月31日から２日間にわたり長崎県で開催された
第39回全九州ソフトボール大会に吾平ソフトボール
少年団が県の予選を勝ち進み出場しました。結果は
ベスト８と健闘されました。今回の貴重な経験を生
かしていただき、更なる活躍を期待いたします。

吾平ソフトボール少年団が九州大会で健闘

記事・写真提供：小手川清隆氏

吾平 まちあるきシリーズ②

鵜戸神社

昨年度に続き色々
なイベントが中止と
なる中、高齢者サロ
ンや子ども会、陵幸
園の方々が作成した
七夕飾りやちょうち
んが鵜戸神社を彩り
ました。
短冊には、「コロ

ナウイルスがはやく
収束しますように」
とのお願いが多くあ
りました。

暑い夏到来！子どもたちが神野の川で大はしゃぎしており、大人の方々も子どもたちを見守りつつ山と清
流に囲まれた自然を楽しんでいらっしゃいました。
キャンプ場でも楽しそうに子どもたちが走り回っていました。

七夕飾りとちょうちん

神野の川を楽しもう！

咲き誇る紫陽花
毎年6月頃になると青い花の紫陽花が見頃をむかえ

ます。
桜に比べて見頃の時期が長いので長く楽しめました。

のどかな田園風景に癒さ
れます。
早く美味しいお米になり

たいと言っているみたいで
すね！

黄金色に輝く田園
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７月 13 日（火）、中央 

町町内会で防災研修会が
開催され、町内会の役員
等 26 名が参加されまし
た。鹿屋市の安全安心課
の横山防災専門指導員が
講師を務められ、避難情報等の発令基準の変更点の説
明や、災害に対する家庭での備え（備蓄）についての
説明がありました。７月に起きた熱海市での土砂災害
もあったことから「いつ」、「どこで」起きてもおかしく
ない災害として、参加者は真剣に耳を傾けていました。

 昨年度もコロナの影響で多くの行事が中止となりま
した。
　今年度は昨年以上に新型コロナウイルスが猛威を振
るい、鹿児島県も感染者が増加している状況の中で吾平
町内各団体のイベントが中止を余儀なくされています。
　イベント等の中止により誌面でご紹介できるニュー
スも少なくなりつつありますが、今後も明るい情報満
載の紙面づくりに取り組んでまいります。

編集後記

【更生橋上流】
整備、利活用イメージ
上に架かる橋が更生橋、
右に進むと湯遊ランドあいら

【更生橋下流】
整備、利活用イメージ
右側があいらさんぽ道


