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町内の動き
（対前月比）
口：1,247 人 ＋2
男 ：591 人 ＋2
女 ：656 人
０
世帯数：454 世帯 ＋2
人

S

平成 26 年度更木町振興協議会の総会が開催されました
平成 26 年度更木町振興協議会の代議員総会が、４月 12 日(土)に
更木地区交流センターで 60 人の出席で開催。平成 25 年度事業報告
及び収支決算､平成 26 年度事業計画及び収支予算などの提出議案は
すべて原案のとおり全会一致で可決されました。
また、任期満了に伴い会長の小原孝也氏、副会長の佐藤千恵子氏
監事の八重樫守氏(１区)の３名が退任され、新役員に次の方々が選
任されました。
会長 駒込昌平氏（5 区）
監事

副会長 平野直志氏（6 区）川村惠壽氏（1 区）千田喜美子氏（5 区）

福盛田富久氏（6 区）福地 修氏（7 区）平野壽彦氏（2 区）

総会の資料については、回覧しますのでご覧いただきたいと存じます。
今年度も町振協の事業を積極的に推進して参りますので、皆さんのご協力をお願い致します。

就任あいさつ
更木町振興協議会長

駒込

昌平

去る 4 月 12 日開催された平成 26 年度更木町振興協議会総会におきまして、会長を拝命いたしました。
今日まで、公私とも町民の皆様方からお世話賜りましたことに感謝申し上げます。私なりに経験をしたこ
とを、少しでも町振興に役立てることができたらと思い非力を顧みずお引き受けいたしましたが、この職
責の重さと大きさを痛感しているところであります。
現在、更木は幼稚園の存続や小学校の適正化に伴う統合計画等の課題もあります。今後高齢化社会が進
む中、どのように日常の生活を快適に過ごせる町づくりをするのか、また、若い人たちが住みやすい地域
になるのか、その環境づくりをどのようにするのか、など課題は多くありますが、私は「更木の町づくり」
の推進を加速させたいと考えています。
平成 27 年度に念願の「平成大橋」が開通すると伺っています。この橋は、更木の夢と希望をかなえる
橋になるだろうと、私は信じております。いよいよ、この橋を地区の皆さんで渡れる日がやって参ります。
私達は、この平成大橋の開通を期に活用方法を早急に考えなければならないと思っております。
私は、定住化構想と農業六次産業化の推進が最優先課題であると考えます。
「農事組合法人さらき」
「更
木ふるさと興社」及び町振協で地域農業と地域産業の促進を図って参りたいと思います。
今日まで、会長として誠心誠意ご尽力いただきました小原孝也さんには感謝申し上げるとともに、今後
ともご指導賜りながら、精一杯頑張って参りたいと思っています。
終わりに、皆様方のご指導・お力添えを賜りますようお願い申し上げ、会長就任のご挨拶といたします。

～支部長に 菅 孝志氏(２区) 選任～
去る４月１２日(土)更木地区交流センターで代議員会を開催し、平成 25 年度事業報告、収支決
算、及び平成２６年度事業計画、収支予算について審議され承認
されました。また、菅谷支部長の辞職により支部長の選任がおこ
なわれ２区の菅 孝志氏を選任しました。 地域の皆様のご協力
により平成 25 年度も無事に事業を進めることが出来ました。
これからも地域の皆様とともに、安心して暮らせる地域福祉を
目指して努力してまいります。

就任あいさつ
支部長

菅

孝志

４月 12 日に開催されました平成 26 年度社会福祉協議会更木支部代議員会において支部長
に選任され、その重責を感じております。
町内の＂福祉〟を取巻く環境は急激な人口の減少、少子高齢化、価値観が多様化し、その内
容は近年増々複雑化しています。
また、福祉サービスを求める町民ニーズも多様化しており、その内容を把握整理し、 町民各
位の智恵を借り解決を図って参りたいと考えております。福祉の原点は隣近所との繋がりが大
切であると思います。
皆様のご指導とご協力をお願いし挨拶と致します。

平成 26 年度の会費・募金についてお願い申し上げます。
＊北上市社会福祉協議会会費
７００円
＊北上市社会福祉協議会更木支部会費
８００円
＊赤い羽根共同募金
３６０円
＊歳末たすけあい募金
１００円
一戸当たり 1,960 円になります。
なお、会費は 6 月末日までに納入下さるようよろしくお願い致します。

❊ 事業内容 ❊
健康で豊かな生活と、生きがいのある人生を
送るための仲間づくりと学習を推進します。

❊ 推進委員名 ❊
生涯学習推進委員長
副委員長

１．多様な学級・講座等の開設
⑴ しらゆり塾
５月 31 日(土)

開校式（寄せ植えハンギング）

８月 24 日(日)

体験教室

11 月 30 日(日)

講演会

２ 月 １ 日(日)

移動教室

⑵ 趣味の講座
着付け教室・陶芸教室・編み物等
⑶ 健康教室
６月８日(日) 町民ウォーキング
町内ハイキング・健康教室
⑷ 料理教室
男の料理教室・そば打ち教室等
⑸ 講演・講座
異文化講演会・医療講演会・歴史講座

２．子育て等家庭教育の充実
⑴ 幼児教室
ひよっこクラブ等
⑵ 家庭教育学級
科学に親しむ学級・世代間交流
⑶ 自然体験学級
ホタル観賞会・自然観察会等

３．学習情報提供や相談充実・発表の場の提供
⑴ センターだよりの発行（年間約 16 回）
⑵ 文化祭の開催 （10 月 18,19 日）

４．関係機関・団体との協力、支援
⑴ 自治公民館研修
⑵ 更木桑茶新茶まつり
⑶ 更木地区敬老会開催支援
⑷ 芸能まつり開催支援

（敬称略）
千田 佐悦
千田 京悦

★推進委員
上組公民館長

木戸口 操

中組公民館長

澤田 則彦

六日市研修館

澤田 幸伸

舟渡公民館長

佐藤 謙次

四区公民館長

千田 佐悦

八天公民館長

藤本 金樹

山寺公民館長

千田 京悦

大竹公民館長

福盛田半四郎

臥牛公民館長

小原 靖市

社福協更木支部代表

菅

老人クラブ代表

藤村 重孝

青壮年協議会代表

小田島 剛

北上北中学校校長

平野

更木小学校校長

坂下 正義

更木幼稚園園長

照井美智子

北上北中副 PTA 会長

小原 咲子

更木小 PTA 会長

小田島成良

孝志

憲

更木幼稚園保護者会会長 八重樫裕太
学童保育所代表

齊藤

篤

女性の会代表 １区

島田 京子

女性の会代表 ２区

千田ゆかり

女性の会代表 ３区

齋藤あさ子

女性の会代表 ４区

駒込 照子

女性の会代表 ５区

藤本 ヨシ

女性の会代表 ６区

小原 冨美

女性の会代表 ７区

澤田 恵子

５月の主な行事予定

たき火･枯れ草焼きに注意

１日（木）午後７時 運動会実行委員会

空気が乾燥し、火災が発生しやすい気象状況

８日（木）午後２時 更木区長会議

になっています。北上市内では、たき火等から
の火災が多発しております。そこで、日頃から
次のことに注意しましょう。
・風の強い日は、たき火をしない。
・たき火をしたならば、消えるま
でその場を離れない。
・家の近くではたき火をしない。

９日（金）午前９時 ひよっこクラブ
15 日（木）午後７時 女性の会定例会
23 日（金）午前９時 ひよっこクラブ
25 日（日）午前８時 30 分
更木小・町民合同運動会
31 日（土）午前 10 時 しらゆり塾開講式

開 催 日

内

容

開 催 場 所

１回

５月 31 日(土)

開講式と花の寄せ植え

交流センター

２回

８月 24 日(日)

体験教室（ポーセラーツ）

交流センター

３回

11 月

講演会（整理収納アドバイザー） 交流センター

４回

２月

閉講式と移動教室

センター利用について
◆使用時間は、午前９時から午後 10 時までです。
◆使用の申し込みは、２ヶ月前から前日までに交流センタ
ーにある申請書でお申し込みください。

三陸鉄道

❊拾い物です❊
館坂付近の県道で、車のカギを拾い
ました。心当たりのある方は更木地区
交流センターまでご連絡ください。

◆夜間と休日の利用は、鍵管理者から鍵を借りてください。
◆使用後はゴミを必ず持ち帰ってください。
◆使用後は戸締りに注意し、日誌に必ず記入してください。
更木地区交流センター

66-2569

鍵管理者 大橋商店

66-2623

更木地区交流センター

℡ 66-2569

