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町内の動き（対前月比）
人口：1,236人 −2人
男 589人

女 647人 −2人
世帯数：450世帯 −1

更 木 家 庭 料 理 大 集 合！
更木町振興協議会では、地域づくり事業の一環として、1 月 18 日（日）更木地区交流センターで「更
木家庭料理大集合」を開催しました。更木の家庭料理 34 品が出品され、惣菜、ごはん類、お菓子、
加工品等、工夫を凝らした料理が並べられました。
参加者は、出品者、スタッフ等 50 名で、バイキング形式で試食会が行われました。「美味しい」「家
で試そう」「すぐ商品になりそう」等の声も多く聞かれ、地元で採れた野菜を使った料理等、アイ
デアたっぷりの家庭料理の味を楽しむ事が出来て大変満足しておりました。
また、試食会後に行われる講演会の講師 役重眞喜子氏も参加し、きれいに盛り付けされた沢山の
料理に感動し、更木特産の自然薯料理を絶賛しておりました。
今後は、商品化に向けて考えて行きたいと思います。

どれもおいしそう！

アイディアいっぱいの料理

「地域づくり講演会」
を開催
1月18日（日）午後1時から更木地区交流センターにおいて地域づく
り講演会を開催しました。
「更木家庭料理大集合」に参加していただい
た役重眞喜子氏を講師に「もう一度考えてみる、地域づくりって何だ
ろう」をテーマに講演していただきました。
講師 役重眞喜子氏

東京大学法学部卒業、農林水産省に入省後、なぜ東和町に住むこと
になったのか、経験談など笑いを交えな

がら話をしていただき、会場は大いに盛り上がりました。
そして、地域づくりとは何か？地域にしか出来ないことをする、小さ
いエリアの参加と熟議、合意の積み重ねが必要であることや、岩手に暮
らして20年間で教えられたこと、地域とのコミュニケーションの取り
方など大変参考になりました。

0人

しらゆり塾移動学習
「三陸鉄道こたつ列車の旅」に行ってきました。
2 月 1 日 ( 日 ) 第 4 回しらゆり塾が開催されました。今回は移動
教室としらゆり塾閉講式を兼ね、35 名の参加で久慈から宮古までの
車窓から

「三陸鉄道北リアス線こたつ列車の旅」に行ってきました。

センターを出発しバスの中で閉講式を行い、4 回すべて参加した方 5 名に、記念品を贈りました。
こたつ列車が出発し、青空の下、車窓からは穏やかな海を見ること
ができました。しかし、津波の傷跡がまだ残っており、震災の大きさ
を感じてきました。普代駅を過ぎ、トンネルに入ると、沿岸北部の伝
統行事である「なもみ」が登場し、皆さんびっくりしていました。
帰りには、宮古魚菜市場で買い物をし、旅情あふれる列車の旅を楽
しんできました。

美味しかった「うにあわび弁当」▶

健康のお手伝い「医療講演会」
「お口健やか・肺炎予防」〜明日の元気はお口から〜
2 月 14 日（土）岩手県立中部病院・地域医療福祉連携室 歯科衛生士の赤坂幾
子氏を講師に迎え医療講演会を開催しました。
日本におけるおもな死因の第 3 位として肺炎があり、65 歳以上の 96.5％は肺
炎で死亡している。汚れた口の細菌が寝ている間に肺に侵入する
ために肺炎になること、姿勢を悪くしているとむせやすく、首や
肩も硬くなり、肺の働きも悪くなること等、パワーポイントを使っ
て説明していただきました。
参加者はクッキーや水を口にして、舌やほっぺの動き、のどの
動きを確認し、鏡を使って舌の状態を見たりしました。
最後は、口の動きの体操で「ぱぱぱ」で青い山脈を唄い、とて
も楽しい講演会でした。

リンパマッサージで唾液を出そう！

楽しかった「健康教室」
2 月 2 日、9 日、16 日の 3 日間、更木地区交流センターで、健康教室を開催しました。3B体操の指導士
冨手京子氏をお迎えし、参加者延べ 43 名で行いました。
3Ｂ体操とはベル、ボール、ベルダーという用具を使って、音楽に合わせて身体を動かしストレッチをし
たり、ダンスをしたりする運動です。
最初は、音楽に合わせて簡単な運動から始まり、用具を使っての運動と、ダンスや歌を歌い、楽しみな
がら体を動かしました。
「ようかい体操第一」や「河内おとこ節」等の曲に合わせて歌ったり踊ったりで笑
顔があふれ、とても良い運動になりました。
参加者からは「楽しかった。
」
「また、この様な教室を開催してほしい。
」などの感想をいただきました。

[ 腕を伸ばして脇のストレッチ」

[ みごとな V 字バランス」

[ 左手に乗せて、次は右手に…」

『旧北上市農協更木支所跡地の今昔』
43年の歴史を刻んできた北上市農協更木支所の建物についてご紹介します。
昭和23年2月に更木村農業協同組合が設立。昭和29年4月には、黒沢尻町、更木村、二子村など１町6ヶ
村が合併し「北上市」が誕生。その後、建物には農協と市の出張所・更木町公民館が併設になり多くの町民
に利用されました。また、有線放送が昭和31年12月27日に更木町農協2階の放送室兼電話交換室から第
一声が各戸に送られ色々な情報が伝えられました。昭和53年の有線放送業務停止から昭和55年の一般
電話全戸加入に伴い有線放送設備一切が終了しました。
昭和39年4月に市内の農協が合併し北上市農業協同組合が誕生、建物も老朽化が著しく昭和46年10
月に北上市農協更木支所が建設されました。建物の中には購買部（店舗）及びガソリンスタンドもあり、
町民の生活物資の調達の場となっていました。
その後更木支所は合理化により二子支所に併合、平成26年に農事組合法人さらきの所有となりました。
平成27年には解体され新しい建物が建設される予定となっております。

▼旧農協の建物

▲現在の建物

更木の
事業所

シリーズで紹介

「農事組合法人さらき」

農事組合法人さらきは、
平成25年8月24日に組合員111名で設立し
ました。理事11名、監事3名で代表理事に山口典男氏が就任し、更木地
区の農業生産性の向上と低コストを図るため活躍しています。
事務所については、
旧北上市農協跡地を購入し、
現在は役職員と事務

事務所で仕事をする左から斎藤さん、
山口さん、福地さん

員2人で頑張っています。
現在の施設は年内に解体し、
更木の農業施設の拠点として生まれ変わることで
計画しております。
農事組合法人さらきの平成26年度作付面積は、水稲135ha、麦7ha、大豆3ha、そば5ha、野菜など
9.4ha合計159.4haの規模となっております。
また、
今年度から農地中間管理機構扱いで、
農地を借り受
け、
集積面積は280haとなる見込みです。
農業者の高齢化や米価の下落など農業を取り巻く状況はなかなか厳しいものがあります。
農業者の高
齢化に伴って、
担い手不足が深刻な状況の中で、
農事組合法人さらきが担い手対策に対応してくれている
ことは、
更木地区内の方々にとって心強く、
活性化におおいに期待するところであります。

3 月の主な行事
5日㈭
7日㈯
12日㈭
13日㈮
14日㈯

午後
午前
午後
午前
午前

7時 女性の会定例会
8時 更木幼稚園樹木剪定整備
2時 更木区長会
9時 ひよっこクラブ
9時30分
北上北中学校卒業式
17日㈫ 午前10時 更木幼稚園修了式
18日㈬ 午後 5時30分
歴史講演会
20日㈮ 午前10時 更木小学校卒業式
27日㈮ 午前 9時 ひよっこクラブ
27日㈮ 午後 3時 社福協更木支部幹事会
28日㈯ 午後 1時30分
第4回町振協常任幹事会

3月の販売日は

更木
結っこ工房

14日㈯、28日㈯
午前10時〜午後3時まで営業
この他にも、
いろいろ
ありますよ♪

▲桑茶入りトーフケーキ
▶更木桑茶入り
あけがらす

更木桑茶からのお知らせ
約５年間、皆様に親しまれてきた更木桑茶の
パッケージが新たに生まれ変わりました。
昨年７月に開催した新茶まつりの新パッケージ投票で1位に選ばれたデザイン
を採用致しました。
● 更木桑茶 ●

● 更木桑茶パウダータイプ ●

旧パッケージ
100ｇ入り
954円（税込1,030円）

旧パッケージ
60ｇ入り
954円（税込1,030円）

302円（税込）
また、今年１月より新商品の
「りんごチップス」を販売開始しました。
新パッケージ
100ｇ入り
1,000円（税込1,080円）

新パッケージ
60ｇ入り
1,000円（税込1,080円）

株式会社更木ふるさと興社
編集後記

編集会議の様子

お問い合わせ

※北上産のりんごを丁寧にスライスし
て乾燥しました。期間限定商品ですの
でお早めにお買求めください。

☎0197-81-6136

例年になく雪も早く融け、
春の気配が色濃くなってきました。
さて、
更木地域の活性化事業の一環として、
地域づくり推進委員会の定住促
進部会が中心となって、
更木地区外の方々に
「ふるさと更木だより」
を、
更木地
区内には、
「さらきだより」
として発行しております。本年度「ふるさと更木だ
より」
の発行は5回発行してきましたが、
今回が最後となりました。
来年度も5
回の発行予定となっておりますのでよろしくお願い致します。
なお、
「ふるさと更木だより」及び「さらきだより」の記事等にご意見やご希
望がありましたなら、
お気軽に交流センターまでお知らせ下さい。
次回の
「ふるさと更木だより」
は、
6月の発行予定となります。
更木地区交流センター長 平野直志

