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平成26年8月22日

人口：1,246人 −1人
男 590人 −1人

発行：更木町振興協議会
更木地区交流センター
TEL/FAX：66-2569

女 656人

saraki-kc@chime.ocn.ne.jp
http://www.saraki-kitakami.org

世帯数：456世帯 ＋1

第7回

〜縄文の昔に思いを巡らせ〜
平成 26 年

日時

7日

9月

開会式典

10：00〜 神事

更木神楽

10時〜15時
子供神楽

見る・聞く・楽しむ

12：00〜
12：15〜
13：15〜
13：45〜
14：30〜
14：45〜

八天縄文音頭
よさこいソーラン
南部流更木鹿踊り
北上吹奏楽団公演
八天縄文音頭
餅まき

場所

買 う

国指定八天遺跡

（八天の里の西側）
※雨天時 特養老人ホーム八天の里 駐車場

更木産直市・屋台

・㈱更木ふるさと興社
・大橋商店
・結っこ工房
・八天の恵
・りんどうの会
・三山会(やきとり)
・おばら(やきそば他)

食べる

学ぶ・体験する

至東和町

昭和橋

東北
新幹
線

縄文構造物の再現

至花巻市

更木地区
交流センター
元JA更木支所

至北上市内

11：00〜 縄文クイズ
11：30〜 火おこし体験
11：30〜 縄文クッキー焼き体験

更木小学校
北上川

11：00〜 縄文食
カモ汁 鮎の串焼

0

更木ふるさと興社
本社・工場
●永昌寺
特養老人ホーム
八天の里

まつり会場

主催／更木八天縄文まつり実行委員会 共催／更木町振興協議会・更木地区交流センター・特別養護老人ホーム八天の里
後援／北上市教育委員会・岩手日日新聞社・週刊きたかみ・北上ケーブルテレビ㈱・㈱更木ふるさと興社
お問い合せ／更木地区交流センター TEL 0197-66-2569

夏の料理教室
美味しく
できました！

去る、７月 27 日に「夏
のスタミナ料理教室」と
題し、講師の味工房「ゆ
ず」店 主 菊 池 一 成 氏 の
指導で、夏野菜のキーマ
カレーと牛シャブサラダ
を作りました。
キーマカレーは、身近
にある夏野菜をたっぷりいれた程よい辛さで食欲増進に良いと
思いました。牛しゃぶサラダは、トマトと玉ねぎのさっぱりド
レッシングでとても美味しくいただきました。夏の野菜をたっ
ぷり使い、体にもよく、手軽にできるということで参加者はと
ても満足しておりました。

▲キーマカレーと牛しゃぶサラダ

夏休みこども教室を開催しました。
1 回目は、8 月 1 日（金）に「科学に親しむ教室」と題し、シャボン
玉作りとアイスクリーム作り体験を 22 名の参加で行いました。
講師は北上アマチュア・マジッククラブ会長の齋藤康氏にお願いし、
開始早々マジックで子供たちと打ち解け、シャボン玉の道具作りに取
り掛かりました。針金の輪にタコ糸を巻きつけたものに、石けん水を
つけて大きなシャボン玉を飛ばし、子供も大人も楽しんでいました。

▲シャボン玉飛んだ♪

次にアイスクリーム作りは砂糖の入った牛乳にドライアイスを入れよく
揉んで作るのでしたが、揉み方で硬くなったり柔らかくなったり、いろい
ろなアイスクリームができ、楽し
みながら食べていました。
2 回目は、8 月 4 日から 8 日ま
での 5 日間で英語教室を行いま
した。講師は更木在住の小田島

▲アイスクリーム出来たかな？

ヘスティさんにお願いしました。最初は英語のあいさつに
戸惑っていた子供たちでしたが、日に日になれ、終りには英
▲英語で歌いましょう

語であいさつができるようになっていました。

「秋の道路普請・クリーン作戦」を下記の日程で行います。
参加者の皆さんは、各地区の行政区長、自治公民館長の指示に従って、
けがや交通事故などに遭わないように注意し、安全に作業を行ってください。
日
内

お知らせ

時／ 9 月 7 日（日） 午前 6 時から７時まで
容／・道路普請及び環境整備
一般町民（各区長がお世話します。）
・クリーン作戦
小・中・高校生（自治公民館長がお世話します。）
＊更木地区道路愛護会会長 澤田 進 ＊更木地区交流センター長 平野直志

「産直市」でにぎわう
さる、8 月 11 日（月）農事組合法人さらき（旧ＪＡ更木支所）
駐車場において産直市が開催されました。
産直市では、地元の生産者が持ち寄った新鮮な野菜やすいか、
果物、花のほか、更木ふるさと興社の桑茶、更木結っこ工房から
ブルーベリージャムなどの加工食材と30食限定の桑入り冷麺など

▲あら〜安いわね！！

が販売されました。
当日は、時折雨が降るあいにくの
天候でしたが、地域内外からたくさ
んの方々が訪れ、お盆に供える花や
野菜、果物などを買っていました。
◀桑入り冷麺

シリーズで紹介

▲餅まきで盛り上がりました

更木地区の郷土芸能

第3弾

早池峰岳流更木神楽（由来）
更木神楽は、早池峰岳神楽の流れをくむ山伏神楽であ
り、昭和20年代までは西田神楽と呼ばれていました。習い
始めは寛永2年で、慶応3年成田神楽から伝授され現在の
舞が形づくられています。初代澤田重之助から始まり、現
在9代目が中心になって活動しています。
平成9年北上市指定の文化財となり、現在に至っていま
す。年間の行事は、元旦の松尾神社での初舞から、更木町
火防祭・北上みちのく芸能まつり・敬老会・神社の例大祭
などで演じている。

9 月の主な行事
･ 7日㈰
･ 7日㈰
･11日㈭
･12日㈮
･13日㈯
･14日㈰
･24日㈬
･26日㈮
･29日㈪

午前 6時
午前10時
午後 2時
午前 9時
午前11時
午前 8時
午後 1時
午前 9時
午後 7時

更木道路普請
更木八天縄文まつり
区長会議
ひよっこクラブ
更木地区敬老会
地区対抗ペタンク大会
農業体験 二戸市福岡中学校
ひよっこクラブ
更木町振興協議会常任幹事会

≪ あづま海道ウォーキング大会参加者募集 ≫
〜東北最古の古道あづま海道を歩こう〜
日 時／平成 26 年 9 月 3 日（水）
午前 8 時 30 分から12 時 30 分
集合場所／展勝地北側駐車場さわやかトイレ付近
募集人員／ 10 名
コース／黒岩まんなか広場から立花毘沙門堂
までの約７㎞
参加費／１人 500 円
（バス代、
マップ代、
保険料等）
持ち物／登りもあるので靴は厚底シューズ、
水筒、軽食など
申込み期限／平成 26 年 8 月 25 日までに更木地区交流
センター TEL66-2569 にお申込み下さい。
主 催／北上あづま海道歩く会

夏季ハウスクリーニング☆プロジェクト終了

お知らせ

去る、7 月 31 日 ( 木 ) ハウスクリーニング・プロジェク
トを行いました。
当日は 60 名の小中学生を中心に、ひとり暮らし高齢者宅
へ 5 班に分かれて、窓ふき等の清掃活動に取り組みました。
この活動はボランティアを通して、訪問先の方や参加者
のなかで世代間の交流を目的としております。
当日は30度を超える暑さの中での清掃作業を頑張りま
した。参加者からの「元気でいて下さい。
」
「次回もまた来
ます。
」のことばに訪問先のかたも感謝しておりました。

更木地区敬老会が、
来る9月
13日
（土）
更木小学校体育館に
おいて午前11時より開催され
ます。更木地区敬老会実行委
員の皆さんと一緒に楽しい
敬老会を計画しております
ので、是非ご参加をお願いい
たします。
なお、該当者には後日ご案
内をいたします。

更木寺子屋まつりを行いました
去る、7 月 26 日（土）に第 3 回寺子屋まつりを永昌寺
で開催いたしました。
当日は、大変暑い１日でしたが、座禅には子供から大人
まで約 60 人に参加してい
ただきました。
副住職から足の組み方や座
禅の心得などを学びました。

▲坐禅風景

境内では、今年から参加型の♪ミュージックふぇすてばる〜♪を開
催しました。永昌寺の梅花講のみなさん、地域のこどもたちのピアノ
やバイオリンの演奏など、あらゆるジャンルの音楽にこどもたちから
大人まで親しむことができました。

▲烏合楽団の演奏

桑茶の製造にふる稼働
〜更木ふるさと興社〜

新茶まつりも盛会裏に終わり、現在更木
では桑茶の製造が最盛期を迎えております。
無農薬で育てた桑の葉を、市内のと
ばせ園さん・北萩寮さんのお手伝いを頂き収

穫後すぐに製茶工場に運ばれ、新鮮なうちに桑
茶に加工されます。桑茶の枝切り作業や、桑葉
切断作業等は町内の桑茶サポーターの皆さんに
お手伝いを頂いております。
桑茶の製造は、細断・蒸す・4回にわたる揉み
と乾燥の7工程により体に良い、美味しい桑茶が
出来上がります。

