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ゆり球根植え・さらきっ子楽園閉講式
コミュニティバス意見交換会
区長会
ひよっこクラブ
町ソフトバレーボール大会
町卓球大会
ひよっこクラブ
ハウスクリーニング・プロジェクト
北部三地区振興協議会連絡会議
更木年忘れパーティー

昭和橋を越えれば我がふるさと
むかしむかし、更木二子間に橋はありませんでした。交通手段は川舟だったようです。川の中
央部の岩盤が軟らかく当時の技術では橋をかけることができなかったらしいのです。昭和 2 年に
ようやく橋が完成したのですが、川底が軟らかいため水が出るたび橋脚がグラグラ揺れ、渡る人
たちは冷汗三斗の思いだったと当時の新聞に記載されていました。木橋だったことから敷き板や
らんかんは腐ったり穴があいたりし、通学途中の中学生が転落し怪我をした、という事故もあっ
たそうです。部分的な改修工事をくりかえしていたのですが、昭和 4 年に中央部分をコンクリー
ト造りで築造、昭和 38、39 年に全面的かけ替え工事が行なわれ、この時は渡し舟での通勤通学を
余儀なくされました。いろいろな歴史を刻んだ昭和橋ですが、私たち町民にはほっとする橋でも
あります。昭和橋を越えれば我がふるさと更木がやさしく迎えてくれるから・・・。

現在の昭和橋

以前の昭和橋

編集後記
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町内の動き（対前月比）
人口：1,254人 −3人
男 589人 −1人
女 665人 −2人
世帯数：452世帯 ＋1

〜更木地区文化祭・郷土芸能まつりが盛大に開催されました〜
去る10月19日（土）
・20日（日）の 2 日間にわたり、更木地区文化祭が更木地区交流センターを会場
に行われました。
初日の文化祭には快晴に恵まれ、多くの来場者が展示品を熱心に見ていました。特別企画では、
故長根正樹さんの切り絵、昆虫の標本を展示、お茶会、きき酒チャレンジ大会などが行われました。
また、文化祭に併せて更木産直市が行われ、野菜や果物などの農産物が沢山並べられ買い物客で賑
いました。
20日（日）には、郷土芸能まつりが更木小学校体育館で行われ、古来から伝わっている更木の神楽
や鹿踊り、ステージを華やかにするため舞踊などが披露されました。特別出演として、大槌町から
吉里吉里中学校生徒による勇壮な虎舞を演じていただきました。
その一部を写真で紹介いたします。

平成25年度 更木町敬老会が開催されました
9月14日(土)に更木町敬老会が更木小学校体育館を会場
に盛大に行われました。
当日は、
9月とは思えない暑さの中で対象者の方をはじめ

しらゆり公園に球根を植えましょう！！

参加していただいた皆さんが、
体調を崩すことなく無事に終
えることが出来て大変感謝しております。
今年の対象者は315名(男性121名、女性194名)で170名
の方にご出席いただきました。
式典では米寿9名(男性4名、女性5名)の方々に北上市か
らは米寿の証をいただき、
北上市社会福祉協議会更木支部・
更木町振興協議会から記念品を贈呈しました。
また、
来賓の皆様からの祝辞、
小学1年生によるお手紙
とダンス(じぇ・じぇ・じぇ)で皆様の長寿を祝いました。
ス
テージでは更木神楽、
幼稚園児によるダンス
と歌や三味線同好会・民舞の皆さんによ
る踊り、
行政区の皆さんや飛び入りの方
の踊りなどたくさんのアトラクション
で楽しいひとときを過ごしました。
来年も元気で一緒に楽しみましょう!!

カモ水田の稲刈りを手伝いました！！
農村環境保全活動の一環として、
去る9月30日
（月）
アイガモによる有
機栽培を行った田んぼの稲刈りを更木幼稚園の園児32名と、
おうちの方
のご協力をいただき、
終わることができました。
稲を手わたしする子や、
稲はこびに夢中になる子など、
子供たちの姿は様々でしたが、
あっとい
う間に作業を終わることが
できました。
作業終了後は、
更木地区交流センターに集
まり、
皆でカモ汁を食べるこ
とができ、
美味しく、
楽しく、
貴重な体験をすることがで
きたようです。

学童のみなさんありがとう
去る10月5日（土）更木学童保育所「しらゆりクラブ」の親子の
みなさんに、交流センターホールの窓
ふきを行っていただきました。
学童の皆さんは、汗をふきながら一
生懸命頑張っていました。とってもき
れいになりました。
ありがとうございました。

今年もしらゆり公園の整備や保守管理をしていただき、きれいなゆりの花を観賞することが
できました。
来年もきれいなゆりの花を観賞できるよう、地域の方々と
一緒に球根を植えたいと思います。
つきましては、次の通り行いますので、ご協力をお願いい
たします。なお、準備の都合上、参加できる方は交流センター
までご連絡ください。
日 時：11月2日（土） 午前9時から1時間程度
場 所：しらゆり公園
持ち物：スコップ、手袋
連絡先電話番号：66-2569（更木地区交流センター）

今年咲いたゆりの花

さらきっ子楽園 参加者募集
更木町振興協議会では、子育て等家庭教育の一環として平成25年度に初めて、年5回の「さら
きっ子楽園」を実施いたしました。学校ではなかなか体験できない課外授業、自然や歴史を学ん
だり、
地域の人たちと交流したり、
親子が一緒に楽しく参加できることを目的とした講座です。
今回は、しらゆり公園の球根植えと郷土食作りを計画しています。
今回が最後の講座となり、
閉
講式を併せて次のとおり開催しますので、
多数の参加をお願いします。
日 時：11月2日（土） 午前9時から12時
場 所：更木しらゆり公園、更木地区交流センター
対象者：幼稚園児親子、小学生親子
持ち物：スコップ、手袋
申し込み締め切り：10月31日（木）までに更木地区交流センター
までお願いします。
連絡先電話番号：66-2569（更木地区交流センター）

ハウスクリーニング☆プロジェクト参加者募集
北上市社会福祉協議会では更木地区で11月24日(日)にハウスクリーニ
ング☆プロジェクトを予定しております。
高齢者世帯やひとり暮らしの高齢者、身障者のお宅へうかがい、窓ふき
等の清掃活動を行います。参加者を募集しますのでチラシをご覧の上お申
し込み下さい。

平成25年更木年忘れパーティー 参加者募集
今年もあと2か月で終わりですね!青壮年主催の忘
年会も恒例となりますが、今年は5年ぶりに北上での
開催となります。町内の活性化と親睦を図り、楽しく
語り、今年を振り返ってみませんか？
皆さんの参加をお待ちしております。

期 日：11月30日（土）
時 間：午後6時30分
場 所：ブランニュー北上
会 費：男性 5,000円
女性 4,500円
申し込み締め切り：11月28日（木）まで
連絡先：更木地区交流センター 66-2569
※午後6時に交流センターからバスがでます。
主 催：更木青壮年協議会

お知らせ

永昌寺の落葉たき 参加者募集

秋も深まり境内も落ち葉でいっぱいにな
りました。境内のお掃除をし、落ち葉焚きを
して焼きいもを食べましょう!!
日 時：11月10日（日） 午後1時から
場 所：花岩山永昌寺
内 容：落葉拾い、落葉たき、焼きいも
対象者：幼稚園児親子、小学生親子
持ち物：軍手
寺子屋代表：海野義範
連絡先：小田島成良
携帯番号090-9429-1322

