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町内の動き（対前月比）
人口：1,237人 −2人
男 587人

女 650人 −2人
世帯数：450世帯 −1

平 成 27 年 更木地区新年交賀会開催
毎年恒例となっております、「更木地区新年交賀会」を下記の日程で開催いたします。
平成 27 年は平成大橋の開通（予定）など明るい話題があり、地域住民が一堂に会して
地域の振興と親睦を図りたいと思います。また、平成 26 年度中に受賞された方々の祝賀
会と特別企画「喜久盛酒造㈱新酒披露」も併せて開催することになっておりますので、多
数の参加をお待ちしております。

・日 時／平成27年1月3日（土） 午後2時
・場 所／更木地区交流センター
・会 費／ 1,000 円
※参加希望の方は、12 月 24 日（水）までに行政区長または更木地区交流センター
へお申し込み下さい。

特別
企画

0人

喜久盛酒造㈱新酒披露
花巻市東十二丁目の新工場において喜久盛酒造㈱による酒造
りが行われました。新年交賀会には新酒「純米原酒タクシード
ライバー」を披露します。

仕込み風景

原料米：かけはし
精米歩合：55％
アルコール：18 度

スキー教室参加者募集
日

時／平成 27 年 1 月 10 日（土）
午前 8 時 10 分までに交流センター集合
午後 4 時 30 分到着予定
場
所／夏油高原スキー場 ☎65-9000
参 加 費／無 料（リフト代、昼食は各自）
参加対象／小学生〜一般
定
員／ 40 名
内
容／スキーのマナーと安全な滑り方
スキー実技の初級、中級程度の滑走実技
インストラクターが、丁寧に指導します。
申し込み／１月 7 日（水）までに交流センターへ
☎66−2569

1 月の主な行事

3日㈯ 午後 2時 更木地区新年交賀会
5日㈪
仕事始め
9日㈮ 午前 9時 ひよっこクラブ
10日㈯ 午前 8時10分
スキー教室
11日㈰ 午後 1時 北上市成人式
15日㈭ 午前 9時 世代間交流会
18日㈰ 午前11時30分
家庭料理発掘試食会
18日㈰ 午後 1時 地域おこし講演会
20日㈫ 午後 1時30分
ふれあい福祉委員会
21日㈬ 午後 7時 地域計画策定委員会
23日㈮ 午前 9時 ひよっこクラブ

世代間交流会参加者募集
更木地区交流センターでは、
恒例になりました世代間交流会を開催い
たします。
地区の老人クラブのおじいちゃんやおばあちゃんのご協力で、
餅つきや長い巻きずしなどを作ります。
小正月行事として、
ついた餅でみ
ずき団子やいろいろな料理にしていただきます。
また、
菅谷糸子さんの昔ばなしも行いますので、
多数の参加をお願い致します。
○日 時／平成27年1月15日
（木）午前9時〜午後1時頃まで
○場 所／更木地区交流センター
○内 容／餅つき・巻きずし作り・昔話
○参加費／無料
○対 象／更木地区民

シリーズで紹介

○申し込み
1月7日
（水）
までに、
更木地区交流センター ☎66-2569
までお願いします

更木地区の郷土芸能

第5弾

大竹大神楽（由来及び経緯と現状）
大竹大神楽は、大正5年に結成されたと「オカメ、ヒョット
コ」の面を納めた箱に記載されており、約94年前に演じられた
と推測されます。
更木村当時各地で演じられていた大神楽を大竹部落でも自
前で演じ、部落民への娯楽の提供などの目的で結成されたも
のと推測されます。その後は、お祭りや門付け等に獅子舞、祝
いの舞、万歳を組み合わせて、昭和20年代後半まで演じられて
おりましたが、世の中の娯楽が多様化し、演じることが少なく
なり活動休止状態になりました。
昭和62年に練習を行い、獅子舞と祝いの舞を習得し、大竹部落内の門付けなどにおいて演じられ
ましたが、その後演じる機会が無かったことや後継者不足により再度休止状態となり、平成19年に
部落内の若手から大神楽の復活を願い、三代目にあたる方々の指導や昭和52年ごろに映した8ミ
リフィルムの映像を基に練習を行って参りました。平成20年に若手による初披露を行ったほか、更
木芸能まつりなどに出演し、現在に至っております。

平成26年度 市政座談会が開催されました
去る、
11月25日（火）午後6時から市政座談会が行われ、北上市
から市長含め15名、地区民からは51名が参加しました。
今年は、ケーブルテレビエリア拡張、更木小プール用トイレ新
設、コミュニティバスの路線変更について3項目の課題提起をし
ました。市からの回答は、助成金が付き次第ケーブルテレビエリ
アの拡張を促進する。プール用外トイレは、解体し場所は検討後
新規に建設する。コミュニティバスについては、地元の意見を聴き検討する。以上、市からの回答
に地区民からは3件の質疑がありました。その他、放射能についても質問があり有意義な市政座
談会となりました。
また、座談会終了後市長を含め市当局の方々と懇親会を開催しました。

あづま海道ウォーキングが開催されました
去る、
11月16日
（日）
午前9時、
八天遺跡集合で、
更木地区のあづ
ま海道ウォーキングを開催しました。
更木地区のいにしえに思い
を巡らせて、
歴史を感じながらあづま海道を歩きました。
更木史跡愛好会会長の澤田公雄さんの案内で八天遺跡をスター
トし、
初めに寄った八天の五輪塔では澤田公雄さんの説明を熱心
に聞き、
昔を懐かしんでおりました。
次に野沢地区を通り、
「幼少時
によく歩いた道」
とその時代
の話をしながら歩きました。
大竹公民館でトイレ休憩をし、りんごと柿をいただき
ウォーキングを再開、
大竹廃寺〜臥牛寺へ向かい、
臥牛寺で
は、
思い思いお参りをしておりました。
途中、
雨で沼るみがありましたが、
皆さんケガもなく最後ま
で歩き、
予定通り12時に臥牛担い手センターに到着しました。

ハウスクリーニング・プロジェクトが行われました
去る、
11月24日(月)平成26年度第2回更木地区ハウスクリーニング・プ
ロジェクトが行われました。寒さが心配されましたが、晴天で暖かく総勢
72名で5か所のお宅で活動しました。
今回も中学生に多数参加していただき、小学生、中学生、高校生と1グ
ループになって行き帰りの道中のゴミ拾いや、窓ふきと蜘蛛の巣取り、落
ち葉集めなど積極的に活動し、訪問宅の方
との交流も和やかに行われていました。こ
の活動を通じてボランティア精神が育って
いることを感じました。民生委員、福祉協力
員の皆さん、大変お疲れ様でした。

更木
結っこ工房
からの
お知らせ

12月の工房は13日㈯のみの営業です。
新春初売りは1月11日㈰
午前10時から午後3時

ご来店の皆様にご縁があるように福袋進呈、また「桑茶餅と
桑の実をのせたおいしいおしるこ」のふるまいを致します。
農事組合法人さらきの工事が入るため、1月11日（日）と24日（土）を
もちまして「更木結っこ工房」をしばらくお休みすることになります。
地域の皆様にはご愛顧頂きまして大変ありがとうございました。
今後とも更木桑茶や地域の農産物を生かした商品開発や加工品作り
を研究し、販売できるように活動していきたいと思っておりますので
よろしくお願い致します。

寺子屋 坐禅と写経体験
冬休みを楽しく健全に過ごすために、まず
はこころを調えて過ごしましょう。
坐禅、掃除を体験することで、休み中の子供
たちの生活が整います。
午後には、写経をしてお守りとしてお持ち
帰りいただきます。
是非、気持ちを引き締めにご参加ください。

主催：寺子屋の会
代表／海野 義範

日
場
内

時／平成26年12月23日（火） 午前10時
所／永昌寺（北上市更木）
容／10：00 集合 坐禅
11：00 雑巾がけ
11：30 昼食 お弁当持参（味噌汁振る舞い）
12：30 写経
13：30 解散
対 象／幼稚園・小学生
持ち物／お弁当（おにぎり等）、雑巾
フェルトペン（写経用…名前書き水性ペン）

連絡先／ 090-8856-8244（海野）

除夜の鐘をたたこう
大晦日（おおみそか）には、みんなで除夜の鐘をつき
ましょう。除夜の鐘は、もともとは人間の煩悩を表し、
その厄を払うためにつくものでした。今では、大晦日に
その年を振り返り、新年を気持ちよく迎えるために、
108回つかれるようになりました。みなさんも、新たな
年を迎えるにあたり、除夜の鐘をつきましょう。
日時／12月31日（水）の午後11時45分ごろからはじまり
ます。およそ午前2時まで続きます。どなたでも自由
につきに来てください。
場所／永昌寺境内にて
内容／除夜の鐘
元朝祈祷
温かい飲み物振舞
協力／野沢地区無尽の会

どんど焼き
新年の1月18日、永昌寺に於いて、
どんど焼きをおこないます。
新年の門松やしめ縄、お守り、破魔
矢をお持ちください。どんど焼きでお
焚き上げをして、新しい年の無病息災
を願いましょう！

日時／平成27年1月18日（日）
午前9時〜正午まで
場所／永昌寺 駐車場内
燃やす物／門松、しめ縄、お守り、破魔矢、
お札などの燃やせるもの
※プラスチックや金属類はあらかじめ外
してお持ちください。
※今回より小正月明けの日曜
日になっております。
15日も受け付けます。

