
　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	 深川　光久	 ◎教頭	 川﨑　正

鶴峰小学校…………………………（℡　58-7130）
◎校長	 中村　成美	 　教頭	 上加世田	栄次

下名小学校………………………　（℡　58-7124）
◎校長	 岩屋　芳文	 　教頭	 原田　弥生

吾平中学校………………………　（℡　58-7126）
　校長	 藏薗　孝一	 　教頭	 川路　貴広

　４月１日付の市の定期異動により、吾平総合支所
の職員も一部変更がありました。
　今後も吾平地域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
	 	 波江野　孝
　　　同	 課長補佐	 車田　昭人
◎産業建設課	 課　　長	 岩元　洋一
◎　　同	 課長補佐	 前下　正吾
◎地籍調査推進室　室　　長	 吉永　和広
◎　　同	 次　　長	 鶴園　一明

■コミュニティセンター吾平振興会館	（℡…58-6036）
　　　　　　　　◎館　　長	 坂元　　博

■美里吾平コミュニティ協議会	 …（℡　58-6566）
　　　　　　　　◎事務局長	 赤野　　浩
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　吾平振興会館もこの３月末付けで多くの方が退職、異動となりました。振興会館の櫛下館長、長野専
門指導員、門倉施設管理人、また、コミ協の朝倉事務局長と４名の方が退職となり、住民サービス課の
上椙主幹が本庁へ移動されました。皆様の在任中のご活躍に感謝致します。吾平だよりも新しい体制の
もと、皆様に興味を持って頂けるような記事を掲載していければと思います。

編集後記 （赤野）

期日 行事予定 場所 問合せ先
５月 10日 金 コミュニティ協議会総会 吾平振興会館 コミュニティ協議会事務局 58-6566
５月 15日 水 高齢者大学開講式 吾平振興会館 吾平振興会館 58-6036
５月 15日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 58-7111
５月 16日 木 郡春季共進会 吾平家畜集合センター
５月 18日 土 市民講座開講式 吾平振興会館 吾平振興会館 58-6036
５月 28日 火 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
６月　２日 日 姶良川クリーン作戦 古市橋付近 商工会 58-6020
６月　５日 水 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 58-7111
６月　９日 日 関東地区吾平会総会 渋谷エクセルホテル東急
６月 16日 日 吾平地域子どもドッヂビー大会 吾平振興会館 吾平振興会館 58-6036
６月 18日 火 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

行事予定

別れ、そして旅立ちへ　小中学校卒業式

　4月8日（月）、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46名（男子24名、
女子22名）、鶴峰小学校３名（男子２名、女子１名）、下名小学校17名（男子12名、女子５名）、吾平中学
校５７名（男子27名、女子30名）の新一年生が真新しい制服に身を包み、大きな希望を胸に抱いて元気に
校門をくぐりました。心地よい春日和の中、校庭の桜などにも迎えられ、初めは緊張の面持ちだった新入生も、
先生や上級生からの歓迎を受け、笑顔で新しい学校生活のスタートを切りました。

　３月13日（水）に吾平中学校、３月22日（金）に各小学校で卒業式が行われました。吾平中学校60名（男
子31名、女子29名）、吾平小学校38名（男子20名、女子18名）、鶴峰小学校３名（男子１名、女子２名）、
下名小学校20名（男子９名、女子11名）の卒業生が学びの舎を巣立っていきました。式では、感極まり涙
する生徒や先生方、保護者の姿が見られました。
　卒業生におかれましては、新たな進学先で、自分の夢や目標に向かって活躍されることを願っています。

喜びいっぱい　小中学校入学式

下名小学校 吾平小学校 鶴峰小学校 吾平中学校
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　ツルコザクラは、５弁の小さな花ですが、茎が
枝分かれして大きくなり沢山のピンクの花を付け
るので目立ちます。暑さ、寒さに強く、育てやす
い宿根草です。吾平振興会館の玄関アプローチの
両側にある花壇にも、ツルコザクラの花が咲き、
バラの花の影が薄くなりました。満開のツルコザ
クラは、来館者や道行く方々の目の保養になった
のではないでしょうか。

　４月から指定管理者が中
島製菓㈱に代わり湯遊ラン
ドあいらがリニューアルし
ました。４月 16日（火）、
「第１回湯遊ランド中島製
菓㈱杯グラウンドゴルフ大
会」が開催され、吾平町内
を中心に約 160 名の方が
参加され、中には病院に行く予定をやめてグラウンドに来まし
たと声を弾ませる参加者もおられました。館長は「今後も健康
づくりイベント、農業体験合宿、定住促進、関西・関東の学生
を対象にしたスポーツ合宿等を実施して、地域に愛される施設
を目指します。」とおっしゃっていました。

吾平振興会館のツルコザクラが咲きました

リニューアルした湯遊ランドあいら

新任者紹介（振興会館・コミ協）

　３月24日（日）、第２回神野さとやまトレッキン
グ（山開き登山）が開催されました。神野を取り囲
む山々は、山桜の開花時期を迎え山肌が桜色の中、
55名の参加者は爽やかな汗を流していました。
　また昼食は、神野町内会女性部による田舎郷土料
理が振る舞われたほか、地元の農家による農産物や
郷土菓子の軽トラ市の販売も行われ、参加者は楽し
いひとときを過ごされていました。

神野さとやまトレッキング

　昨年７月にコミ協のホームページを、ポータルサ
イト「ぐるっとおおすみ」内に開設してから半年が
経過しました。ポータルサイトとは様々なホームペー
ジへの入り口になるウェブサイトで、現在「ぐるっ
とおおすみ」には６０くらいのホームぺージがあり
ます。その中でコミ協は、総合アクセスランキング
が開設以来、常に４位以内を継続しています。コミ
協のFacebookとも連動していて、ホームページと
Facebookの両者で吾平の情報を頻繁に発信してい
ます。事務局ではコミ協のFacebookへの投稿者を
募集中です（☎0994-58-6566）

　３月３日（日）、
「第４回親子で学
ぶ吾平史跡めぐ
り」を開催し、小
中学生 23 名と父
兄７名が参加して、
吾平山陵周辺と神
野地区の６か所の
史跡を巡りました。各所での説明は、鹿屋市文化財
センターの稲村博文所長がしてくださいました。専
門家による分かりやすい解説を聴き、子どもも大人
も興味津々でした。
　昼食はコミ協プロジェクトチーム女性部の皆さん

が、ひな祭りの日にふ
さわしいご馳走を準備
してくださり、子ども
達も大喜びで、美味し
い料理に舌鼓をうって
いました。

第４回親子で学ぶ吾平史跡巡り

　吾平町に観光客を呼び
込む目的で、昨年度作成
した「吾平パンフレット」
の改訂版が完成しました。
内容を見直し、観光情報
や飲食店・物産店情報の
追加、イラストマップで
観光コースを示し、店舗
や町内主要施設の場所を
地図で表示するなど、改
訂前より４ページ増やし
ました。コミ協ホームペー
ジの「協議会と吾平の情報」内の「吾平の今」のペー
ジと、鹿屋市観光協会公式ホームページのトップ画
面にも掲載しています。

吾平パンフレット改訂版が完成

　３月24日（日）、桜が
咲き始めの吾平山陵で「第
７回鶴峰東町内会春恋さ
くらまつり」が開催され
ました。当日は天候に恵
まれ、一般の桜見物のお
客様も多数来られており、
大賑わいの桜祭りとなりました。
　焼きそばや焼きイカの出店や、地域女性団体連絡
協議会の踊りなど舞台催しもあり、町内会の皆さん
が楽しく親睦を深められる１日となりました。

鶴峰東町内会春恋さくらまつり

　２月20日（水）と21日（木）の２日間、吾平中
学校の朝のあいさつ運動に、吾平山陵から「うがや
くん」が駆けつけ、助っ人として協力してくれました。
生徒会本部や学級の生活部のみなさんと一緒にあい
さつをしている「うがやくん」の姿に、登校中の生
徒はもちろん、通りかかる車の運転手の方々もみん
な笑顔になって
いました。みん
なが笑顔になる
ことで、自然と
気持ちのよいあ
いさつが交わさ
れていました。

吾平中学校あいさつ運動に
強力な助っ人「うがやくん」登場

ホームページのアクセスランキング
が上位を継続中！

　「お食事処	はくつる」をご主人と一緒に
経営されている浅井ゆかりさんが、県商工
会女性部「商工女性の主張大会」で最優秀
賞を受賞し、2月 26 日付の南日本新聞に
掲載されました。女性部メンバーの励まし
と支援を得ながら、ご自身の病気を乗り越
えて、健康に良い吾平産エゴマの商品開発
をし、県特産品協会理事長賞に輝いたとい
う内容の発表が感動を呼び、今回の成果となりました。鹿児島県の代表として、九州大会（７
月 /沖縄）でのご健闘を期待しています。

浅井ゆかりさんが県「商工女性の主張大会」で最優秀賞‼

４月より、吾平振興会館
の専門指導員として山下い
づみさん、施設管理人とし
て下道耕太
郎さん、コ
ミュニティ

協議会の事務局員として永田宏さん
が着任しました。
　以下それぞれ３名の方からおひとこと。

（山下）�地域のお仕事が出来る事に感謝しています。
みなさんのお役に立てるよう頑張ります。

（永田）�不慣れなことばかりで、いろいろと至らない
所があるかもしれませんが、一日も早く事務
局の一員として、活躍できるよう頑張ります。

（下道）�皆様に御迷惑をおかけしたりすることがあ
るかもしれませんが、よろしくお願いいた
します。

永田さん・山下さん

下道さん

新任駐在所職員の紹介

　平成31年３月から、山﨑巡査部長の
後任として、鹿児島中央署より着任さ
れました。
　「福元巡査長共々、吾平地域の安心安
全のために、がんばってまいります。」
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巡査部長


