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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

　コミ協が新しい組織体制で、５月から始動しました。今後の活動にご期待ください。編集委員会には新
メンバーが 4 人（山下博文、山元俊彦、黒木勉、坂口奈々の諸氏）入り、吾平出身者の紹介、地元の企業
や団体のイベントや町内会行事を積極的に記事にして、新風を吹き込みたいと希望を語り合いました。

編集後記 （朝倉）

期日 行事予定 場所 問合せ先

6 月 30 日 土 女性演芸大会 湯遊ランドあいら 吾平振興会館 ☎ 58-6036

7 月 18 日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036

7 月 18 日 水 行政相談 吾平総合支所 吾平総合支所 ☎ 58-7111

7 月 21 日 土 ＪＡ農涼祭 湯遊ランドあいら ＪＡ肝付吾平町 ☎ 58-6511

8 月　4 日 土 美里あいら伝統芸能祭 鵜戸神社 コミュニティ協議会 ☎ 58-6566

8 月　5 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 10 日 金 人権相談 吾平振興会館 吾平総合支所 ☎ 58-7111

8 月 15 日 水 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 23 日㈭～ 24 日㈮ 美里あいらソフトバレー大会 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036

行事予定

　６月 10日（日）、東京・渋谷にて「第 23回関東地区吾平会総会」が開催され、約 120名の出席がありました。
今年度も鹿屋と鹿児島の関係者様のお陰で、とても盛り上がり、みなさま楽しそうに過ごされていました。当
日は関東地区吾平会から河川愛護会、美里あいら夏祭り・宮下すもうへの寄付をいただき、故郷への愛情たっ
ぷりの総会となりました。

関東地区吾平会総会

平成 30 年度 美里吾平コミュニティ協議会総会を開催

　５月11日（金）、平成30年度の「コミ協総会」が開催され、会員50名の他に来賓等の10名の参加をいた
だきました。役員と新しい部会等の役員が以下のように決まりました。

役員名簿
役職名 氏　　　　名
会　長 前田　昭紀（再任）

副会長
福久　陽子（再任）

前村　節郎（新任）

監　事
三嶋　晃 （再任）

畠添　洋平（新任）

部会、プロジェクトチームの役員名簿
部会名等 役職名 氏　　　　名 部会名等 役職名 氏　　　　名

地域づくり
部会

部 会 長 本村　和明

くらし部会

部 会 長 田中　和春

副部会長 稲村　東志 副部会長 安田　恵子

幹 事 川枝　和弘 幹 事 上椙　隆弘

プロジェクト
チーム

チーム長 杉園　卓也

副チーム長 假屋美穂子

　 コミ協では、今年度から組織や団体に属さない個人会員を募集しています。
住みやすく活気のある吾平を作るために、コミ協の「地域づくり部会」か「く
らし部会」に入って活動したいと思う方は、お気軽にコミ協事務局にご連絡く
ださい（☎58-6566）。詳細を書いた資料と申込書をお渡しします。

吾平のために力を貸してください
「個人会員」
募集！

　平成30年度から中央東、中央麓、下名西の３町
内会長が変わりました。 　4月16日より、吾平振興会館の図書司書として

坂口奈々さん、コミュニティ協議会の事務局員とし
て黒木　勉さんが着任しました。以下、お二人から
ひとこと。

新しい図書司書と
コミ協事務局員の

町内会長の紹介新

中央東
永島田 登 会長
微力ながら地元
のために恩返し
出来るように頑
張ります。

中央麓
石川 昌英 会長
明るく楽しい地
域づくりを目指
して頑張りま
す。

下名西
松元 清一郎 会長
高山出身ですが、
吾平に住んで40
年、吾平地域、
下名西のために
頑張ります。

　 皆 様に
早く顔を覚
えていただ
き、図書室
に足を運ん
でいただけ

たらと思います。よろし
くお願いいたします。

（坂口）

　前職場
は役場～
県振興局
です。こ
れまでの
経験を活

かし、地域住民の皆様
のお役に立てるよう頑
張ります。（黒木）

紹介



　５月13日（日）、小鹿酒造株式会社で「小鹿感謝
祭2018」が開催されました。地元園児達や吾平中
学校吹奏楽部などによる舞台催しや、工場見学、子
供広場やカンパチのつかみ取りなどもあり、一時雨
も降りましたが、市内外から多くの人達が訪れまし
た。来場者は、町内出店者などによる飲食物や、振
る舞い焼酎などを堪能し、始終大盛況のイベントと
なりました。

　5月 5日（土）、大隅広域公園アリーナ 21で、「こ
ども記念日＊おおすみハナマルシェ」が開催され
ました。子どもたちが喜ぶ縁日遊び、竹笛作り、ゴー
カート１周無料開放の他に、おおすみハナマルシェ
の約 100 店の出店と各種アトラクションがあり、
大勢の子ども連れでにぎわいました。

　５月８日（火）、振興会館で開催し、約 25名の
参加がありました。この講座は、2月に開催した
「大隅吾平未来会議」の続編として開催したもので、
今後吾平地域の振興を図る上で、話合い活動が円
滑に行えるように、参加者は会議の場づくりや合
意形成の手法などについて学びました。

大隅広域公園：
子ども連れでにぎわう

ファシリテーション講座の開催

　５月 18日（金）、吾平町建設防災協力会の方々
が、ボランティアで玉泉寺公園の池の藻（外来種
のカナダ藻）の除去作業を行ってくださいました。
綺麗になった池や、緑豊かな玉泉寺公園を散策し
てみてはいかがでしょうか。

玉泉寺公園の池をきれいに

　６月２日（土）、吾平地域ヤングボランティアの開
始式がおこなわれました。このボランティアは小学
５年生から中学生までの14名で、吾平地域のイベ
ントや清掃活動等のボランティアをおこないます。
さっそく６月３日（日）は「姶良川クリーン作戦」に
参加し、川への親しみとボランティア精神を学ぶこ
とができました。

ヤングボランティア開始式と
姶良川クリーン作戦

　5月26日（土）、鹿児島部品㈱で、従業員とご家族、
近隣住民の方々が来場されて、創業30周年の記念イ
ベントが開催されました。悪天候のため、予定してい
たボランティア清掃活動は延期となりましたが、鹿屋
女子高書道部による書道パフォーマンス、鹿屋高校吹
奏楽部による演奏、かのやカンパチロウダンス、うが
や君との写真撮影会などで大いに盛り上がりました。

鹿児島部品㈱ 創業30周年

　５月27日（日）、「春の陵北荘バザー」が開催さ
れました。木工品、陶器、加工食品が格安販売され、
軽食や喫茶コーナーの他に、多数の出店がありま
した。お笑い芸人のパイナップルつばささんの司
会による舞台イベントや工作体験、地域の子ども
たちの絵画展も楽しめました。

「春の陵北荘バザー」にぎわう

　５月20日（日）、「第３回親子で学ぼう吾平史跡巡り」
を開催し、25名の参加がありました。今回は吾平校区
の史跡12ヶ所を巡りました。
　文化財保護審議員の海老原寛業さんの案内で、親子
で吾平の歴史を学ぶことが出来ました。
　昼食はコミュニティ協議会プロジェクトチーム女性
部の皆さんが、中央麓地区ふれあいセンターでカレー
ライスを振る舞い、みんなでおいしくいただきました。

小鹿感謝祭 2018 親子で学ぼう吾平史跡巡り

　うがやくんは13歳になった。
　新緑の春に生まれたうがやくんは自然が大好き。
今年こそは吾平富士（中岳）に登ろうと思った。何
しろ素敵な山だからね。
　そこで友だちに声を掛けたら3人が行くと言って
くれたヨ。それから下名のタケマロくんも行かない
かなと誘ったら一緒に行くことになった。大丈夫か
なあ、とちょっと心配だったけれど、元気に上名ま
で歩いて来たさ。
　上名から神野まで歩いて1時間。登山口まではさ
らに30分。ここまでくると新緑が目にしみるよう
だね。
　「もうとっくにしみているよ」タケマロくんが苦し
そうに言った。
「何が、しみてるって？」
「汗が目にしみているさ。もう汗だらけだよ」
　なるほど、小太りのタケマロくんは見るからに暑
そうだ。可哀そうに。
「中岳の山頂までここからどのくらいかかるの？」
「2時間はかかるらしいよ」
「うあわ、やめとく、やめとく！」
「それじゃあ、僕たちだけで登って来るよ。そうだ、
タケマロくんは滝に行ってくれば…」
「うん、そうする。滝は去年行ったけど、あんないい
所ないもんな」というわけで登り始めたよ。
　いやあ、きついのなんの。半分くらいまで登ると
大きな岩がゴロゴロしていて、その間をよじ登って
行くんだ。
　やったー、ようやく頂上だ！バンザーイ！！
　みんなでおにぎりを食べたんだ。うまかったなあ。

（松下 高明）

うがやくんの冒険（５）
吾平今昔物語

　吾平地域の市営住宅に空きがあります（西原団地
７戸、駅前団地８戸、グリーンビレッジ吾平２戸、
ひまわり団地５戸、祇園団地３戸、こすもす団地４
戸、つるみね団地５戸、中央団地５戸）。お問い合
わせは、吾平総合支所産業建設課（☎58－7291）
までお気軽に！

駅前団地 グリーンビレッジ

吾平地区の市営住宅の
入居者募集！
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福久　陽子（再任）

前村　節郎（新任）

監　事
三嶋　晃 （再任）

畠添　洋平（新任）

部会、プロジェクトチームの役員名簿
部会名等 役職名 氏　　　　名 部会名等 役職名 氏　　　　名

地域づくり
部会

部 会 長 本村　和明

くらし部会

部 会 長 田中　和春

副部会長 稲村　東志 副部会長 安田　恵子

幹 事 川枝　和弘 幹 事 上椙　隆弘

プロジェクト
チーム

チーム長 杉園　卓也

副チーム長 假屋美穂子

　 コミ協では、今年度から組織や団体に属さない個人会員を募集しています。
住みやすく活気のある吾平を作るために、コミ協の「地域づくり部会」か「く
らし部会」に入って活動したいと思う方は、お気軽にコミ協事務局にご連絡く
ださい（☎58-6566）。詳細を書いた資料と申込書をお渡しします。

吾平のために力を貸してください
「個人会員」
募集！

　平成30年度から中央東、中央麓、下名西の３町
内会長が変わりました。 　4月16日より、吾平振興会館の図書司書として

坂口奈々さん、コミュニティ協議会の事務局員とし
て黒木　勉さんが着任しました。以下、お二人から
ひとこと。

新しい図書司書と
コミ協事務局員の

町内会長の紹介新

中央東
永島田 登 会長
微力ながら地元
のために恩返し
出来るように頑
張ります。

中央麓
石川 昌英 会長
明るく楽しい地
域づくりを目指
して頑張りま
す。

下名西
松元 清一郎 会長
高山出身ですが、
吾平に住んで40
年、吾平地域、
下名西のために
頑張ります。

　 皆 様に
早く顔を覚
えていただ
き、図書室
に足を運ん
でいただけ

たらと思います。よろし
くお願いいたします。

（坂口）

　前職場
は役場～
県振興局
です。こ
れまでの
経験を活

かし、地域住民の皆様
のお役に立てるよう頑
張ります。（黒木）

紹介


