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町内の動き（対前月比）
平成26年6月27日
人口：1,250人 ＋2人
発 行：
男 589人 0人
更木町振興協議会
女 661人 ＋2人
更木地区交流センター
TEL/FAX：66-2569
世帯数：457世帯 ＋1
saraki-kc@chime.ocn.ne.jp

第 5 回 更木桑茶

新茶まつり
日時

7月13日（日）

10：00〜15：00
会 場 更木地区交流センター
（北上市更木12地割151-1）
※雨天の場合：更木小学校体育館

楽しいがいっぱい！！
● ゆるキャラ集合ふれあい会
10:00〜
● 南部流更木鹿踊公演
10:30〜
● 黒岩太鼓の公演 11:15〜
● 流し桑そうめん 12:00〜

みんな大好き

！
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● 専修大学北上高等学校
郷土芸能部の発表
13:15〜
● お楽しみ抽選会 14:30〜

〈会場案内図〉
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更木ふるさと興社
本社・工場

昭和橋
至北上市内
至奥州市

主催：株式会社 更木ふるさと興社 【お問い合わせ】0197-81-6136
共催：更木町振興協議会、更木地区交流センター、更木青壮年協議会、更木女性の会、更木町老人クラブ連合会、農事組合法人さらき
八天友和会、更木結っこ工房
後援：岩手県、北上市、テレビ岩手、北上ケーブルテレビ、河北新報社盛岡総局、岩手日報社、岩手日日新聞社、週刊きたかみ、
農楽工楽クラブ、北上商工会議所、
（一社）北上観光コンベンション協会、花巻農業協同組合

更木小学校・町民合同運動会が
盛大に開催されました！
去る、5 月 25 日 ( 日 ) に更木小学校・町民合同運動会が、快晴
のもと盛大に行われました。更木小学校・町民との合同運動会は、
平成 22 年度から行っており、今年で 5 回目となりました。今回の
特徴としては、新種目を取り入れたことや児童 40 名と町民が一緒
に楽しめるようにプログラム編成をいたしました。
種目では、地元の桑茶を使った競技や玉入れと杜氏さん競技な
どが行われ、児童たちはおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に競
技を行いとても楽しそうでした。これからも、世代間の交流をしな
がら、児童と町民が一体となって、楽しめる運動会を皆さんと一
緒に盛り上げて参りましょう。その一部を写真で紹介いたします。

▲杜氏さんリレー
こぼさないように慎重です

男子綱引き

女子綱引き
よ〜し、引っ張れ！
桑ちゃんも
応援してま〜す♪
▲1、2、3 年のにんじゃりバンバン♪

あれっ？！
2区の応援団長は
菅さん？
1年生による▶
開会宣言

▲玉入れ
▼女子 60m 競走

▲むかでリレー
息もぴったり！

ウォーキングに行ってきました。

去る、6 月 8 日に「町
民 ウ ォ ー キ ン グ」に、

26 名の参加で安比高原
ブナの森に行ってきました。
当 日 は 曇 り で、時 々 雨 を 気 に し て の
ウォーキングでしたが、蓮華つつじが咲
いていたり、山菜があったりと景色を楽
しむことができました。ブナ林の深さに魅了され、心身ともにリフレッ
シュすることができました。
昼食後は温泉でゆっくり休むことができ、帰りには道の駅で買い物
をし、充実した１日になりました。

札幌中学校の農業体験

去る、5月30日（金）札幌市立新琴似北中学校3年生147名
の農業体験を北上市内6地区で受け入れ、当地区では24名
の生徒を受け入れました。
更木地区は、千田寛氏、千田孝男氏、農事組合法人さらき、
更木ふるさと興社で受け入れました。
作業内容は、
リンゴの摘花、
キャベツの苗植え、
桑の実摘み
の体験を午前中に行い、
お昼は、
更木地区交流センターで料
理体験を行いました。
料理は10ｍの巻き寿司とひっつみ汁を
作り、
生徒は自分で作った料理を美味しく頂いていました。
中学校からの感想は、農家さんと非常に近い関係になり、
農業、料理体験は大変有意義であったと、良い評価を頂きま
した。

アイガモの雛の
放鳥を行いました。
今年も農村環境保全活動の一環として、去る5月29
日（木）更木幼稚園の園児32名が田んぼにアイガモの
雛40羽を放鳥しました。園児達の小さな手でふわふわ
で小さなアイガモ雛を一羽ず
つ放しました。子供たちはア
イガモたちに「たくさんお仕
事がんばってね！」と声をかけ
ていました。秋の収穫が楽し
みですね！

シリーズで紹介

更木地区の郷土芸能

今年もさつま芋の苗を植えました
去る、
6月7日
（土）
更木青壮年協議会の主催で、
4区
の八重樫孝司さんからお借りした畑に、
更木・二子野
球スポーツ少年団と更木小学校、
幼稚園の子供たち
が一緒になり、
200本のさつま芋の苗を植えました。
初めて植える子もいてお父さん、お母さんに教え
てもらいながら楽しく
植えました。
みんな、今から秋の収
穫を楽しみにしている
ようです。

第2弾

更木石名畑神楽（由来）
更木４区(石名畑・中宿・野沢)に神楽を指導し
伝承の時期は定かではありませんが、
た故千田徳義氏の父も舞手であったことから明治時代ではないかと考えられます。
故千田徳義氏を指導者に3部落の青年
一時衰退したが昭和40年代に再興を願い、
羽黒山参りを機会に現地でのその
そして昭和52年に、
達によって稽古を重ねました。
以来地区内外で出演や部落内の門付け等を行っています。
成果を披露、

女性消防団員
紹介！！

消防団はその地域に住んでいる
方々で構成している消防組織です。
更木地区では平成26年4月から第6
分団第６部に女性消防団員が入団
しましたのでご紹介いたします。

4区の千田美香子です。
少しでも社会に貢献できる
人になりたいと思い消防団
に入団しました。
どうぞよろしくお願い
いたします

「ふるさと更木だより」読者募集
更木町振興協議会では、
「ふるさと更木だより」を年5
回発行しておりますが、大変好評をいただいておりま
す。
そこで、
更木をもっと多くの方々に知っていただくた
めに、読者を募集しております。更木地区での出来事や
行事等、地域の情報を盛り込んだ情報誌です。ぜひ読ん
でみてください。

発 行／年5回
対 象／更木地区民のお知り合いの方で更木地区外
にお住まいの方（発送無料）
申し込み先／〒024-0103
北上市更木12-151-1
更木地区交流センター
☎0197-66-2569

7 月の主な行事
午前9時 社会福祉地域福祉懇談会
午後6時 七夕ビアパーティー
午前8時 当国三十三観音参り
午前9時 ひよっこクラブ
午前9時 更木桑茶・新茶まつり
午後7時 ゆかたの着付け教室
午前9時 ひよっこクラブ
午後7時 ゆかたの着付け教室

･ 1日㈫
･ 5日㈯
･ 8日㈫
･11日㈮
･13日㈰
･18日㈮
･25日㈮

永昌寺で寺子屋まつりを開催
〜ミュージックフェスティバルの出演者を募集中〜
寺子屋の会では、
第3回となる
「座禅＆コンサート」
を開催いたします。
今年から、
どなたでも出演できる参加型コンサートに趣向を変え出演者を募集
しています。
音楽好きのあなた是非ふるってお申込み下さい。
なお、
演奏などの出演には500円のご負担となりますので、
よろしくご協力
をお願いいたします。

日 時／7月26日
（土）
午後2時から午後5時30分まで
場 所／北上市更木 永昌寺本堂内
内 容／・講話 副住職 海野義範氏
・境内にてミュージックフェスティバルなど
参加費／座禅への参加は無料で参加できますので、
親子おそろい
でご参加願います
出演申込締切／7月15日
（火）
までに小田島成良にご連絡願います。
主催者／寺子屋の会 代表 海野義範（永昌寺副住職）
後 援／永昌寺護持会、更木小学校、更木幼稚園
連絡先／小田島成良（090-9429-1322）

『更 木
結いっこ工房』

結っこ工房は、地域の女性6名で活動しております。開設して3年目に入り、売
上も順調に伸び、地域以外からのお客様も多くなってきました。
「産直あぜみち」
やイベント等に出店し、新商品の開発にも力をいれております。第2、第4土曜日
の月2回10時から3時まで工房で販売しており、すべて手作りということでお客
おかげさまで
様にも好評をいただいております。
3年目に！！
最近ではファンも多く県外発送の注文もいただいております。
《メニューを紹介します》
桑茶あけがらす、ごまゼリー、桑茶入り豆腐ケーキ、きりせんしょ、桑大福（ごま
新メニューを開発し、 あん）、パウンドケーキ、甘酒、もち米粉、うるち米粉、炊き込みごはん、自然薯入り
がんづき等、ご希望に応じ注文を受け賜ります。 ぜひ、工房にお越しください。
意欲的に活動中！
更木結っこ工房 代表 福地実栄☎080−1818−3937

編集後記

山々の緑も色濃くなり青葉の季節となりました。皆様にはますます御健勝
のこととお喜び申し上げます。
今回の発行にあたっては、7月13日に開催する第5回更木桑茶新茶まつりを
表紙面に紹介しておりますが、毎年好評を得ており大勢の参加を期待しているところであり
ます。また、スポーツ祭典である運動会の報告などを中心に掲載いたしました。
地域づくり推進委員会の定住促進部会が中心となって、更木地区外を対象に「ふるさと更木
だより」を発行していますが、昨年度に引き続き本年度も「ふるさと更木だより」を5回発行す
る予定となっております。地区内用は「さらきだより」とし、地区外用は「ふるさと更木だより」
として発行をしております。
なお、更木の情報誌として「さらきだより」及び「ふるさと更木だより」の記事について、御意
見や御希望がありましたら、お気軽にセンターまでお知らせください。
次回の「ふるさと更木だより」の発行は、8月の発行となります。
更木地区交流センター長
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