
11 月 29 日（日）、第４回『吾平山上陵の四季を楽しむ
お茶会』を開催しました。

今回は天候にも恵まれ、コロナ感染防止対策のなか、
初めて大隅雅楽同好会による雅楽演奏を行いました。ま
た、関係者、出店者の皆さまのご協力もあり、300 人近
くの方々に楽しんでいただきました。紅葉も見頃までには
いかないものの、十分に堪能していただいたと思います。
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期日 行事予定 場所 問合せ先
１月　２日 土 二十歳の集い ※中止決定 美里吾平コミュニティ協議会 ☎ 58-6566
１月　８日 金 小中学校始業式 各小中学校 各小中学校
１月 16日 土 あいら川鬼火焚き 月見橋上流右岸 吾平総合支所 ☎ 58-7111
１月16日・17日 土・日 名物あいら木市祭 ※中止決定 かのや市商工会吾平支所 ☎ 58-6020
１月 20日 水 高齢者大学 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036
１月 29日 金 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
２月　７日 日 心わくわくウォーキング大会 大隅広域公園 吾平総合支所 ☎ 58-7111
２月 11日 木 建国記念の日式典 吾平山上陵 吾平総合支所 ☎ 58-7111
２月 17日 水 高齢者大学閉校式 吾平振興会館 吾平振興会館 ☎ 58-6036

行事予定

Facebook
やってます

吾平中学校野球部　快進撃！！
令和２年 11 月 14 日（土）・15 日（日）に、福岡県で「第２回九州少年軟式野球大会」が開催され、鹿

児島県代表として吾平中学校野球部が 18 年振りに九州大会に出場しました。
吾平中学校野球部は１回戦、準決勝と勝利し、決勝戦では佐賀県代表の佐賀市立諸富中学校に２対４で

惜敗したものの、監督・コーチ・選手が一丸となり、準優勝という快挙を成し遂げました。
吾平中学校野球部は、畠添翔主将を筆頭に２年生７名（うち１名女子生徒）、１年生８名の 15 名が所属

しており、「誰からも愛され、応援されるチームになる」ため、部訓である「規律・謙虚・感謝」をモットー
に、文武両道で学校生活・部活動に一生懸命取り組んでいます。

また、九州大会後も４大会連続で優勝し、現在 14 連勝しています。今後のさらなる快進撃が楽しみです。

11 月 21（土）～ 22 日（日）と 28 日（土）～ 29
日（日）、2 週にわたり、神野で中岳登山とキャンプの
イベントを開催し、延べ 9 組 21 名が参加しました。

初めて開催するイベントで、中岳登山には市認定登
山ガイドが同伴し、山頂で食べた神野女性部による、
おもてなし弁当の昼食も大好評でした。また、4 つの
滝巡りではおしどりの滝にあるハート岩での記念撮影
などを楽しみ、“ 神野 ” 山の学校キャンプ場では、神野
産のしし肉を含むボリューム満点の肉盛り BBQ など、
特典満載のイベントに参加者は心に残る良い思い出が
できましたと満足されていました。

11 月 15 日（日）、吾平山陵周遊活性化実行委員会によ
るサバイバルゲームが大隅広域公園で開催されました。

自衛隊の演習さながらの容姿で、迫力のあるゲームが繰
り広げられ、観客は圧倒され見
入っていました。

また、射的ゲームでは子ども
はもちろんのこと、大人の参加
者も童心に返ったかのように夢
中で的を狙っていました。

お茶と雅楽で秋の山陵を楽しむ

エアガンを使っての銃撃戦 サバイバルゲーム

コミ協おやじの会の新たな取
り組みとして、初めて鵜戸神社
の鳥居に門松を設置しました。

コロナウィルスの影響で様々
なイベントの中止が相次ぐな
か、少しでも
吾平を元気づ
けようと一役

買ったもの。来年はすべての人たちにとっ
て、素晴らしい一年になりますようにとの
思いを込めて、竹の切り出しからすべて手
作りで行いました。

　鵜戸神社の鳥居と
黄色に色づいたイ
チョウのライトアッ
プを行いました。こ
れはコミ協おやじの
会のアイデアで昨年
から行っているもの
です。昼間の顔とは
変わり、夜になるとさらに神々しく幻想的な雰囲
気を醸し出しています。

鵜戸神社の鳥居に門松

第27回 美里あいら心わくわく
ウォーキング大会

鵜戸神社が神々しく
ライトアップ

　甘い、いちごはいかがですか？
　黒羽子観光農園のいちご農園
が 1 月上旬に開園予定です。そ
のまま食べるもよし、ジャムなど
に加工してもよし。
　ご家族、お友達お誘い合わせ
のうえ、ぜひ、ご来園ください。

【お問い合せ】道下いちご農園 090-7155-4603

　早春のすがすがしい空気・景色を観ながら、吾平山陵周辺
を健康づくりのために歩いてみませんか？
【日　時】	令和 3 年 2 月 7 日（日）小雨決行（荒天時：中止）
【時　間】受付 9 時～
【場　所】	大隅広域公園　花の広場
【コース】	５㎞コース・８㎞コース　　　【参加料】無料　
【申込方法】 事前申し込み（持参、FAX、電話）
【申込期間】 令和３年 1 月 12 日～ 1 月 29 日
【お問い合	わせ・申込先】実行委員会事務局　吾平総合支所　
 産業建設課　TEL 58-7257　FAX 58-7291 

【日　時】	令和３年１月 16 日（土）
【時　間】	午後６時から（概ね１時間程度）
【場　所】	月見橋上流右岸（カヌー艇庫近く）
【内　容】	・鬼火焚き
 ・ 紙袋灯ろう（園児・小学生に願

い事や絵を書いてもらう）
 ・チラシ裏面の名簿欄に記載し来場時提出
【その他】新型コロナ対策を十分に行って開催します
【お問い合わせ】あいら川かわまちづくり実行委員会事務局　
 吾平総合支所 産業建設課 TEL 58-7257　FAX 58-7291

あいら川河川敷で“鬼火焚き”

黒羽子観光農園情報！

要事前申込
参加者募集開催告知

吾平のイベント開催のお知らせ吾平のイベント開催のお知らせ
※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※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

　今年最後となる吾平だよりですが、今年度は新型コ
ロナウイルスの影響により、コミ協をはじめ、吾平町内
各団体の殆どのイベントが中止を余儀なくされました。
　また、吾平だよりの誌面でご紹介できるニュースも
少なくなり、満足いただけるような紙面づくりができず
に残念でした。まだ先が読めない状況ではありますが、
感染状況をふまえたうえで、来年以降も引き続き明る
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

神野で中岳登山＆キャンプ
のイベントを開催しました。

地域の皆様より心温まるご支援・ご声援をいただき、誠にありがとうございました。

※�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



サクラクレパス賞サクラクレパス賞

優秀賞優秀賞

吾平ハッピーフォトコンテスト入賞作品
コロナ禍の中、密にならないイベントとして企画し募集を行った「吾平ハッピーフォトコンテスト」は、

330 点のたくさんの応募をいただきました。本当にありがとうございました。今回は入賞された作品をご紹介
いたします。

応募いただいたすべての作品は、ポスターにして吾平町商店街の各店舗に掲示します。みなさん、ぜひお店
に足を運んでいただき応募作品をご覧ください。そして、みなさんの心がすこしでもハッピーな気持ちになっ
てくれたら幸いです。 企画：美里吾平コミュニティ協議会　商店街活性化グループ
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