ૹݎ
全国障害者
スポーツ大会に出場

ိ
第 40 回
吾平町体育大会
を開催

10月10日、兵庫県で10月14日
〜16日まで開催される第６回全国
障害者スポーツ大会に出場する堂
園靖さん（打馬１丁目）が市役所
を表敬しました。
堂園さんは、５月に行われた県
予選で県の記録を塗り替えた車椅
子100ｍの部と、ソフトボール投
げの部に県の代表選手として出場。
「得意の車椅子100ｍで入賞を目
指したい」と力強く抱負を話しま
した。

ૹ ݎऐᆯ
校訓を彫り込んだ
工芸品を寄贈

10月8日、さわやかな秋晴れのもと吾平
運動場で、第40回吾平町体育大会が開催
されました。
この体育大会は、吾平町内の10地区分
館対抗で競い合うもので、各地区の幼児か
ら大人まで約2,500人が参加。むかで競争
やボールころがし、地域女性団体による集
団演技などをはじめ、各地区の趣向を凝ら
した応援合戦や年齢別地区対抗リレーが行
われ、会場は一日中大きな歓声に包まれて
いました。結果は次のとおり。
（１位）中央東地区 （２位）神野地区
（３位）中央町地区

ࡩ႘
タスキをつないで
輝北ダムを一周
10月７日、輝北町の輝北ダ
ム周辺で輝北ダム一周駅伝競走
大会が開催されました。
これは、輝北町で毎年行われ
ていた町内一周駅伝競走大会を
リニューアルしたもので今年が
初めての開催。輝北地区の各小
学校区４チームと輝北地区陸上
競技連盟が参加して、12区間
10.9㎞のコースを、沿道からの
声援をうけながら元気に走りぬ
けました。結果は次のとおり。
優 勝＝平南小学校区
準優勝＝百引小学校区
３ 位＝市成小学校区
４ 位＝高尾小学校区

ダムをバックに懸命に走る選手

沿道の声援を受けながら疾走

ガッツポーズをしな
がらゴール

一斉にスタート

ऐᆯ

ૹݎ

ૹݎ
体育の日にスポーツを満喫

直径約 50 ㎝の大綱で綱引き

串良・細山田・上小原の
３校区で大運動会
細山田校区「だんご三兄弟」

10月13日、 串 良 町 有 里 の 豊 重
三郎さんが、第一鹿屋中学校と西
原台小学校に、校訓などを彫り込
んだ工芸品を寄贈しました。
両校に寄贈された工芸品は、孟
宗竹を半分にしたもので高さ約
190cm、幅約14cm。油ぬきした
あと一文字ずつ丁寧に両校の校章
と校訓を彫り込み漆で仕上げたも
ので、受け取った両校の児童・生
徒は「大切に保存したい」と話し
ていました。
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串良校区「いたくしないで」

上小原校区「安全運転」

10月８日、スポーツの秋にふさわしい天候のもと、串良・細山田・上
小原の３校区で、恒例の大運動会が開催されました。
当日は、かけっこや各種リレーをはじめ、夫婦の仲の良さを見せ合う
「いたくしないで」や、チームワークが大事な「だんご三兄弟」
、タイヤ
のチューブを使った「安全運転」など、会場の笑いを誘う校区独自のプ
ログラムもあり、子供から高齢者まで心地よい汗を流しながら運動会を
楽しんでいました。

10月９日の体育の日、スポーツ・レクリエーショ
ンへの理解と関心を深め、スポーツをする意欲を高め
てもらおうと、
「体育の日」スポーツフェスタが、鹿
屋体育大学など市内４会場で開催されました。
フェスタには、約1,600人が参加。レディースソフ
トバレーボールや水泳、グラウンドゴルフなど８種目
のスポーツ大会が開催されたほか、スポーツ少年団を
対象に交歓大会が行われ、スポーツ感覚の楽しいゲー
ムで交流を深めていました。

10月７日、笠之原町の笠之原公園で笠之原十五夜
大綱引き大祭が開催されました。
祭りのメインは３日間かけて作り上げた直径約
50cm、長さ約80ｍ、重さ約1,500kgの大綱で行われ
る綱引き。これは江戸時代中期に五穀豊じょうに感謝
して始まったとされる伝統行事で、現在では商売繁盛
や家内安全なども合わせて祈願されています。綱引き
は３本勝負で３回行われ、二手に分かれた住民がホラ
貝を合図に威勢のいいかけ声とともに一生懸命に引き
合いました。
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ऐᆯ

ိ

旧海軍航空隊串良基地出撃戦没者追悼式

平和の尊さを確認

ૹݎ

飲酒運転撲滅を願って

10月15日、串良町有里の串良平和
公園慰霊塔前広場で旧海軍航空隊串良
基地出撃戦没者追悼式が行われました。
これは、旧海軍航空隊串良基地から
特別攻撃隊などで戦死した570人の霊
を慰めようと毎年行われているもの
で、当日は、全国各地から生存者や遺
族、関係者など約300人が参加。式で
は、山下市長が「今日の平和と繁栄は、
皆様のおかげです」とあいさつ。その
後、生存者や遺族などによる献花、生
存者による同期の桜の合唱などが行わ
れ、平和の尊さが確認されました。
また、この追悼式に先だって、串良
総合支所隣の慰霊塔前では、地区遺族
会の戦没者慰霊祭も行われ、恒久の平
和を願いました。

同期の桜を歌う生存者

戦没者に恒久の平和を誓う

ૹࡩ ݎ႘ ိ ऐᆯ

献花台に花を献花する参列者

ૹݎ

不発弾を処理

10月12日、海上自衛隊鹿屋航空
基地で、不発弾の処理が行われま
した。
この不発弾は、太平洋戦争中に
米軍が使用していた250kg爆弾で、
直 径 約40cm、 長 さ 約130cm。 陸
上自衛隊の不発弾処理隊による信
管（起爆装置）の除去作業は、周
囲に高さ６ｍの土のうを積み、半
径400ｍを立入禁止にして行われ、
約２時間で作業は無事終了しまし
た。

10月24日、コミュニティーセン
ター吾平振興会館で開催された吾
平地域法令講習会で、中央東地区
青壮年部17人が飲酒運転撲滅を呼
びかける寸劇を披露しました。
劇は、飲み会の後、飲酒運転で
家に帰る途中、検問に遭い牢屋に
入って、人生が終わってしまうと
いうストーリー。鹿児島弁でユー
モラスに行われた劇に、約240人の
参加者は、大笑いをしながらも飲
酒運転撲滅を誓いました。

ૹݎ

災害時の放送に関する協定を調印

おおすみ木材まつり
を開催

NPO法人かのやコミュニティ放送と鹿屋市が、「災害
時の放送に関する協定」を結び、10月31日、鹿屋市役
所で調印式が行われました。
この協定は、台風、地震等の災害時などに、市がFM
かのや（77.2MHz）の放送を通じ、市民に防災情報を
広報することができるという内容。FMかのやは、地域
に密着したラジオ局であることから、災害時における
市民への新たな情報伝達手段としての役割が期待され
ています。

10月28日 と29日 の ２ 日 間、 霧
島ケ丘公園で第8回おおすみ木材
まつりが開催されました。
これは、木材にふれて木の良さ
や木の温もり、森林の大切さを知っ
てもらおうと毎年開催されている
もの。チェーンソーアートや木工
教室、丸太切り競争などが行われ
たほか、模擬上棟式では餅やお金
などが撒かれ、会場を訪れた人た
ちは大人も子供も夢中になって楽
しんでいました。

ࡩ႘
15 組の金婚を祝う

ૹݎ
131 組の金婚を祝う

ボランティアで
清掃作業
10月11日〜14日にかけ
て、鹿屋市シルバー人材
センターが、霧島ヶ丘公
園、あいらさんぽ道、串
良平和公園など市内６か
所でボランティアの清掃
作業を行いました。
これは、同センターが
毎年10月のシルバー事業
普及啓発促進月間に合わ
せて実施しているもので、
作 業 に は 会 員 約450人 が
参加。各会場とも約２時
間かけて、やぶ払いや雑
草の草取り、ごみ拾いな
どを行いました。
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霧島ヶ丘公園

あいらさんぽ道

串良平和公園

10月 ５ 日、 輝 北 総 合 福 祉 セ ン
ターで、鹿屋市輝北地区合同金婚
式が開催されました。
式には、輝北地区に住む結婚し
て 満50年 に な る 夫 婦15組 が 出 席。
記念品贈呈などのあと、金婚者を
代表して、春口登・ミスエ夫妻が
「夫婦でこの日を迎えられ、心から
嬉しく思います。残りの人生を仲
むつまじく過ごしたい」とあいさ
つ。出席者は感慨深げにこの記念
すべき日を楽しんでいました。

10月24日、市内のホテルで、第
24回鹿屋市合同金婚式が開催され
ました。
式には、鹿屋地区に住む結婚し
て満50年になる夫婦131組が出席。
金婚者を代表して、小野正典・久
子夫妻が、「これからも夫婦力を
合わせて頑張ります」とあいさつ。
幼稚園児によるお祝いの言葉やお
遊戯、市の50年をつづった映像も
上映され、出席者は昔を感慨深く
懐かしんでいました。
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ૹ ݎ水神祭で伝統の踊りを奉納

ૹݎ
大隅湖あじさいロード
フェスタを初開催

10月19日、王子町の和田井堰
公園で水神祭が行われ、市の無形
民俗文化財に指定されている王子
町の鉦踊りと川東町の八月口説き
踊りをはじめ、光同寺の鉦踊りが
保存会により奉納されました。
この祭りは、王子町の和田井堰
から川東町まで流れる約12kmの
農業用水路(和田新田川)が完成し
た約250年前に、これを喜んだ住
民が水神を祭り、踊りを奉納した
のが始まりとされる伝統行事。神
事が終わると、紫の頭巾を被った
女性が踊る八月口説き踊りと、赤
や黄色のタスキを身につけた男性
が鉦や太鼓を叩きながら踊る鉦踊
りなどが奉納され、訪れた人を楽
しませていました。

光同寺鉦踊り保存会

川東町の八月口説き踊保存会

王子町鉦踊保存会

ࡩ႘

大隅地区中学女子
新人バレーボール大会

ိ 還暦を祝い吾平商
店街をパレード

10月15日、大隅湖特設会場で大
隅湖あじさいロードフェスタ（同
実行委員会主催）が開催されました。
これは、例年６月に開催してい
た国際村あじさい祭に代えて初開
催したもの。午前中はブラックバ
ス釣り大会がおこなわれ、夕方か
らは水上ステージを使った歌や踊
り、三味線演奏などの披露や水中
花火ショーが行われ多くの人でに
ぎわいました。
また、当日は鹿屋ロータリーク
ラブや市民などが参加して、あじ
さいの苗約1,000本の記念植樹が
行われ、参加者は30cm程のあじさ
いを一本一本丁寧に植え付けてい
ました。

湖岸にあじさいの苗を１本１本丁寧に植栽

観客の前で熱唱

湖面を彩る色鮮やかな水中花火

ऐᆯ

ૹ ݎけんこう福祉フェスタを開催

10月21日・22日の２日間、串良
町下小原のわっしょい広場で第11
回フリーマーケットinくしらが開催
されました。
このフリーマーケットは、出店者
数の多さから県内随一と言われてお
り、今年も地元小売業者や商工会女
性部、青年部など市内外から約200
軒が出店。会場では、工芸品や雑貨、
陶器などがずらりと並べられ、掘り
出し物を探しに訪れた多くの買い物
客でにぎわいました。

体験発表をする
10月22日、 市 文 化 会 館 で 第
南小学校３年
30回鹿屋市保健福祉大会けんこ
今村彪雅さん
う福祉フェスタが開催されまし
た。
これは、健常者と障害者のふ
れ あ い の 場 を つ く る と と も に、
全ての市民が安心・安全に暮ら
していける福祉のまちづくりを
買い物客で
推進しようと行われたもの。式
にぎわうバザー
典では、保健・医療・福祉の各
分野で功績のあった43人と１団
体の表彰やボランティア活動の
体験発表、福祉バザー・各種健
康相談などが行われました。
また、29日には、県民健康プ
ラザで、鹿屋ライオンズクラブ
との共催事業のメタボリックシ
ンドローム予防ウォーキング大
会も開催され、参加者は自分の
ペースで約５㎞のウォーキング
自分のペースで楽しく歩く
を楽しんでいました。

県内随一の
フリーマーケットを開催

ऐᆯ
卵の中に卵を発見

ひょうが

10月22日、輝北体育館など輝北
地区の５会場で第47回大隅地区中
学女子新人バレーボール大会が開
催されました。
この大会は、青少年の健全育成
を目的に昭和35年に始まった伝統
あ る 大 会。 大 隅 半 島 全 域 か ら36
チームが参加して熱戦を繰り広げ
ました。結果は次のとおり。
優 勝＝大姶良中学校
準優勝＝国見・川上中学校
３ 位＝花岡中学校、上小原中学校
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10月21日、今年還暦を迎える吾
平中学校の卒業生が還暦同窓会を
行い、吾平商店街をパレードしま
した。
当日は参加者全員が卒業当時の
吾平中学校がプリントされた赤い
トレーナーを着用。鵜戸神社から
吾平中学校までをパレードした参
加者は「45年前の景色が目の前に
浮かんでくる。まるで中学時代に
タイムスリップしたようだ」と中
学時代を懐かしんでいました。

ウォーキング大会の参加者

10月10日、串良町下小原の中
和田数男さん宅で、卵の中に卵が
ある珍しい卵が見つかりました。
中和田さんによると自宅の鶏小
屋で見つけた大きな卵を振ってみ
たら、中でコツコツ音がしたため
穴を空けたところ、白身・黄身が
出てきた後、更にもう１個の卵が
出てきたそうです。
外 の 卵 は 縦 ８cm、 横 ５cmで、
中の卵は通常の鶏の卵とほぼ同じ
大きさです。
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