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町内の動き（対前月比）
人口：1,246人 ＋2人
男 591人 0人
女 655人 ＋2人
世帯数：454世帯 ＋2

〜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〜
第 33 回更木地区文化祭が 10 月 18 日（土）と 19 日（日）の２日間行われました。
交流センターを会場とした展示コーナーでは、皆さんからの作品が会場を華やかに飾ることがで
きました。特別企画展では、臥牛に拠点を移し活動されている芸術家「原口典之」氏のアトリエコー
ナーを設け、表現力の奥深い作品に来場者は興味深く観ていました。
また、センター駐車場では産直市も同時開催され、買い物客で賑わいました。
10 月 19 日（日）には、第 16 回更木郷土芸能まつりが更木小学校体育館で開催されました。
更木の芸能団体が一堂に会するこの郷土芸能まつりも今年で 16 回目となり、町内６団体に加え、
特別出演として二子鬼剣舞に華を添えていただきました。また、ステージを華やかにする舞踊など
も披露され、来場者の拍手も会場いっぱいに響いていました。
更木地区に伝わる郷土芸能を堪能するとともに、
この郷土芸能を後世に伝えるため、皆で守り伝え
て行くことが大切であると感じる一日でした。
▶二子鬼剣舞
▲チャグチャグ馬っこ
5 区バージョン

▶展示風景

▶更木大竹神楽

更木地区敬老会が
開催されました
去る、９月13日(土)更木小学校体育館を会場に盛大に行わ
れました。今年の北上市の対象者は12,449名で、うち更木地
区は307名の方々にご案内をしました。参加をされた方は約
150人で、米寿の方は９人、白寿の方は５人にそれぞれ記念品
を贈りました。これからも元気なご長寿の方が増えて下さる
ことを願います。小学1年生のダンスや幼稚園のダンスと歌、
さらに更木神楽や行政区の踊り等楽しいひと時を過ごして頂
けたのではと思っております。

ふれあいデイサービス
のご紹介
更木地区では各公民館でふれあいデイサービスを月に１回〜２
回行っています。
このサービスは在宅で元気に過ごして頂くため
に北上市の委託を受けて社会福祉協議会で行っています。
介護予
防教室や茶話会、
作品を作って文化祭に
も出品しています。みなさんはとても意
欲的なので、
講師の先生も驚かれていま
した。
これからも元気で色々なことに取
り組んでいってほしいと思います。

グリーンツーリズム農業体験

北上市民地区対抗駅伝大会で健闘

去る、９月24日(水)
二戸市福岡中学校2年
生 3 3 名 、1 0 月 1 0 日
（金）大船渡市大船渡中
学校３年生30名の両
校生徒が更木で農業体
大船渡中学校
験を行いました。
このグリーンツーリズムは、地域の活性化及び定住
化促進、持続可能な農業振興を目的とし、更木町振興
協議会が今年から取組んでいる事業です。
今回の農作業は芋の子の収穫で、受入れ農家の「農
事組合法人さらき」様
の芋の子畑で行いまし
た。両日とも天候には
恵まれ、生徒達は汗に
まみれ芋の子堀りを
行っていました。

去る、10月５日（日）第24回北上市民地区
対抗駅伝大会が陸上競技場で行われ、更木地
区から12名の選手が参加し、家族の皆さんの
応援もあり、頑張って力走しタスキをつなげ
てくれました。
終了後は交流センター
で芋の子汁をいただき
ました。参加した選手
のみなさんお疲れ
様でした。

福岡中学校

ゆりを植えて
みませんか？
参加者募集！

今年もきれいな花を咲かせ、多くの方にご鑑賞いた
だきました。
来年も更にきれいに咲くように地域の方々と一緒に
球根植えを行います。
つきましては、次のとおり行いますのでご協力をお
願いします。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／平成 26 年 11 月 1 日（土）
午前９時から１時間程度
場 所／更木しらゆり公園
持ち物／スコップ・手袋
連絡先／更木地区交流センター ☎66-2569

あづま海道
ウォーキング
参加者募集！

更木地区のいにしえに思いを巡らせて、歴史のロマン
を感じながら、古道を歩いてみませんか？
日

時／平成 26 年 11 月 16 日 ( 日 ) 小雨決行
午前９時 八天遺跡出発
集合場所／八天遺跡
コ ー ス／八天→野沢→山寺→大竹→臥牛（約７キロ）
持 ち 物／飲み物、帽子、タオル、
※歩きやすい靴・服装で参加願います。
申し込み／更木地区交流センター
電話・FAX 66-2569
申し込み締め切り／ 11 月７日（金）
※臥牛から八天遺跡までは、車で送迎します。
（12 時着予定）

ハウスクリーニング☆プロジェクト
参加者募集！

永昌寺の落葉たき
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 ( 月 ) 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、
身障者のお宅へおじゃまして、窓ふき等
の清掃活動を行います。参加者を募集し
ておりますのでチラシ を
ご覧の上お申し込み下さい。

秋も深まり境内も落葉でいっぱいにな
りました。境内のお掃除をし、落葉焚き
をして焼き芋を食べましょう！！

問い合わせ先／
社福協更木支部
☎71-3730

日 時／ 11月16日（日） 午後1時から
場 所／花岩山永昌寺
内 容／落葉拾い、落葉焚き、焼いも
対象者／幼稚園児親子、小学生親子
持ち物／軍手
主 催／寺子屋の会 代表 海野義範
連絡先／海野義範
090-8856-8244

「交通安全教室」
参加者募集！

11 月の主な行事

高齢者による交通事故の増加に伴
い、更木交通安全対策委員会では、二子地域安全推進協議
会主催の交通安全教室に参加することとなりました。つ
きましては、下記内容で開催しますので参加願います。

日

時／平成 26 年 11 月 14 日 ( 金 )
午前 10 時〜12 時
場
所／二子地区交流センター（ホール）
参加対象者／ 65 歳以上の方
内
容／講話及び道路の正しい渡り方
申し込み／更木地区交流センター ☎66-2569
※会場には出来るだけ乗り合いでお願いします。

シリーズで紹介

･ 1日㈯ 午前 9時 ゆりの球根植え
･ 9日㈰ 午前 9時
地区対抗ソフトバレーボール大会
･ 9日㈰ 午後 1時 地区対抗卓球大会
･13日㈭ 午後 2時 区長会
･14日㈮ 午前 9時 ひよっこクラブ
･14日㈮ 午前 10時 交通安全教室
･16日㈰ 午前 9時
あづま海道ウォーキング
･24日㈪ 午前 9時
ハウスクリーニング☆プロジェクト
･25日㈫ 午後 6時 更木地区市政座談会
･28日㈮ 午前 9時 ひよっこクラブ
･30日㈰ 午前 9時 第3回しらゆり塾

更木地区の郷土芸能

第4弾

南部流更木鹿踊り（由来）
南部流更木鹿踊りは、向い鶴の紋を幕に付けています。
これは、南部藩時代に藩の高位の方に踊りを披露した際
に、向い鶴の紋を付けることを許されたとされています。
北上市内でも一番古い歴史があり、石碑には文政年代の
文字が刻まれています。現在後継者を育成中で中高生5名
に加え、踊り手の総勢は13名となっています。活動として
は、みちのく芸能まつりや更木郷土芸能まつり、神社の例
大祭などで演じています。

我が町の
お店やさん
紹介

大橋商店は和洋酒・たばこ・食料品・鮮
魚・郵便切手類など日常生活用品のほと
んどを取り扱っている更木唯一のお店
やさんです。創業から80年以上も続き、
子どもからお年寄りまで身近に利用で

大橋商店

きるお店として、重宝されてきました。
昭和41年に現在地に店を構えました
が、旧商店は今の更木小学校

現在の商店

プールの付近にありました。

「大橋」
当時店のすぐ近くの中堰（なかぜき）に橋がかかっていたことから、
と言われるようになったとのことです。また、お店の看板娘ならぬ「看板九
官鳥」が、オハヨ

モッス

サッチャン などと言ってお客さんを楽

しませてくれたそうです。
現在は３代目店主の けんちゃん こと千田賢一さんと働
き者の奥様がお店を切り盛りしております。これからも町
民の生活に潤いや楽しみを与え、憩いの場所として利用して
以前の商店

もらいたいと「大橋けんちゃん」は張り切っています。

