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町内の動き（対前月比）
人口：1,229人 ＋5人
男 583人 ＋3人
女 646人 ＋2人
世帯数：448世帯 ＋2

輝かしい新年を祝い、初顔合わせと地域住民の親睦を図るとともに、新しい年の抱負を
語り合う会として、更木地区新年交賀会を次の通り開催いたします。
また、平成27年に受賞された方々の祝賀会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28年1月3日（日） 午後2時
・場 所／更木地区交流センター

ホール

・会 費／ 1,000 円
※参加希望者は、12 月 22 日（火）までに各行政区長または
更木地区交流センターへお申し込み下さい。
※喜久盛酒造㈱新酒披露

新年交賀会には新酒を披露します。

世代間交流会参加者募集
小正月の行事として地区の老人クラブの皆さん
と幼稚園、小学校の子供たちと一緒にミズキ団子や
のり巻きを作りますので多数の参加をお待ちして
おります。
○日 時／平成28年1月15日
（金）
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・長〜いのり巻き作り・昔話
○参加費／無料
○対 象／更木地区民
○申込み／1月7日
（木）
までに、
更木地区交流センター☎66-2569まで

1月の主な行事予定

スキー教室参加者募集
日

時／平成 28 年 1 月 11 日（月）
午前 8 時 15 分までに交流センター集合
午後 4 時 30 分交流センター到着予定
場
所／夏油高原スキー場 ☎65-9000
参 加 費／200円（バス代）
リフト代、昼食各自
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／ 12 月 25日
（金）までに
交流センターへお願いします ☎66−2569

3日㈰
4日㈪
6日㈬
8日㈮
10日㈰
11日㈪
15日㈮
17日㈰

午後 2時
更木地区新年交賀会
午前 8時30分 仕事始め
午前10時
冬休み工作教室
午前 9時
ひよっこクラブ
午後 1時
北上市成人式
午前 8時30分 更木地区スキー教室
午前 9時
世代間交流会
午前11時30分 更木一日農家レストラン・
ライブ
22日㈮ 午前 9時
ひよっこクラブ
24日㈰ 午前 8時30分 しらゆり塾閉講式と
移動教室

更木一日農家レストラン＆更木ウタカラ音楽祭 2016 開催
更木町振興協議会では地域づくり事業の一環として「更木一日農家レストラン＆更木
ウタカラ音楽祭 2016」を開催することになりました。地元のお母さんたちが自信を
持って作った料理が味わえる、一日だけのスペシャルメニューが勢ぞろい！さらに、
生バンドをお迎えし、歌って、笑って、楽しいひと時を過ごしましょう！
皆さんのご来場をお待ちしております。
詳しくは
・日 時／平成28年1月17日（日）
次号でお知らせ
「更木一日農家レストラン」 午前11時30分〜午後1時
いたします。
「更木ウタカラ音楽祭 2016」 午後1時30分〜午後2時30分
・場 所／更木地区交流センター 多目的ホール
・出演者／歌のチカラで地域のタカラ応援隊「ウタカラユニット」
北上アビリティーセンター副所長 赤坂 良幸氏
映像プロデューサー
出淵 晴彦氏（東京都在住）
歌手
優峰
（ゆうき）
氏（北上市在住）他
・お問い合わせ先／更木地区交流センター ☎66-2569

1部
と き／12月20日
（日）
ところ／花巻温泉 ホテル千秋閣
時 間／午前10時スタート
参加料／男性4,800円 女性3,000円
(女性は複数の申し込みで半額1,500円/一人)
参加資格／男性25〜37歳の独身
女性25〜37歳の独身
募集人数／各15名くらい

自動車文庫「ともしび号」
巡回日程
（平成28年1月〜平成28年3月）

八天の里
1 月 8 日（金）
2 月 17 日（水）
両日とも9：20〜9：40

更木小学校
更木地区交流センター
1 月 15 日（金）
2 月 19 日（金）
13：00〜13：50
＊
13：55〜14：25

2部
と き／12月20日
（日）
＊女性は1回分の料金で
ところ／花巻温泉 ホテル千秋閣
1部、
2部両方に参加
できます。
時 間／午後0時30分スタート
参加料／男性6,500円 女性3,000円
(女性は複数の申し込みで半額1,500円/一人)
参加資格／男性38〜45歳の独身
女性25〜45歳の独身
募集人数／各15名くらい

婚活パーティー
参加者募集
婚活でパートナーをゲットしましょう。
更木町振興協議会では、地域づくりの定住促進事業の
一環として「婚活パーティー」を開催いたします。
なお、更木地区民の方には特典があります。

3部

と き／12月19日
（土）
ところ／喫茶 ポプリ
（花巻市）
時 間／午後7時スタート
参加料／男性6,000円
女性2,400円
(女性は複数で半額
1,200円/一人)
参加資格／男性40〜60歳の独身男女
募集人数／各10名くらい
○お問い合わせ

更木地区交流センター ☎66-2569 担当／青木
参加申込書は更木地区交流センターにあります

更木地区文化祭を開催しました！
去る、10月17日（土）18日（日）更木地区交流センターにおいて、更木地区文化
祭が今年も賑やかに開催されました。地区のみなさんの作品展示をはじめ、特別
企画の「懐かしの有線コーナー」では、昔を懐しみ、若い頃を思い出している方が
多く見られました。
その他、健康まつりやお茶会、産直市もたくさんの人で賑わい、かぼちゃの重量
当てクイズでは、105㎏のピタリ賞が2名おりました。生涯学習事業の菊づくり教
室からも7名20点の花が展示されました。
18日（日）には更木郷土芸能保存協議会主催の郷土芸能まつりが開催され、更
木に古くから伝承されている神楽や鹿踊りが披露されました。また、各地区の舞
踊など華やかな衣装で披露されました。
招待団体として、岩手県立岩泉高校の郷土芸能同好会の皆様をお招きし、
「中野
七頭舞」を披露していただきました。体育館がいっぱいになるほどの来場者は、初
めて見る演舞に歓声が上り大変盛り上がりました。

幼稚園園庭整備を行いました

高齢者世帯を対象にハウスクリーニングを実施

去る、11月21日（土）午前8時より園庭整備を行
いました。今年で7回目になりますが、土曜日にも
かかわらず、父母の皆様や区長さんをはじめ地域
のみなさん25名の方の協力で、植木の剪定整備を
行いました。一年経つとかなり伸びており、園庭内
の立木はかなり短く伐っていただきすっきりしま
した。園長先生も皆さんの協力に感謝しておりま
した。
当日は天候もよ
く、作業もスムーズ
に進みとてもきれ
いになりました。

社会福祉協議会では、去る、11月29日（日）に冬
季ハウスクリーニングを行いました。前日まで天
候が荒れていましたが、当日は肌寒いものの、晴れ
た穏やかな日となりました。
今回は16人くらいでの訪問となり、対象者の方
も驚かれたことと思いますが、一生懸命窓を拭い
たり、クモの巣払いなどをさせていただきました。
年末に向けて綺麗になったと喜んでいただき、
子供たちも笑顔で帰ってきました。

更木の
事業所

シリーズで紹介

喜久盛酒造株式会社

喜久盛酒造は明治27年に『藤村酒造店』として創業しました。
当時の銘柄は日清戦争の勝利に因んで『凱旋』でした。そして
昭和19年、戦時中の企業整備令により花巻市の酒造メーカーと
合併させられ『花巻酒造株式会社』となりますが、戦争が終わり
昭和24年には合併した各社が分離します。その2年後に三代目

社長の藤村卓也氏と南部杜氏の盛川泰敬氏

の蔵元である藤村久喜氏が「逆立ちしてでも盛り上げる」
と自分の名前を逆さにして『喜久盛酒造
株式会社』と社名変更しました。
平成15年には四代目の藤村精吾氏が亡くなり、
五代目の藤村卓也氏が社長に就任した2年後に新銘
柄
『タクシードライバー』
を立ち上げ、
これが現在の主力商品となっております。
しかし、
残念な事に東日本大震災で更木の仕込み蔵が被災した為、
現在はかつて合併していた花巻
市東十二丁目にある
『白雲』
の酒蔵を借り、
岩手県産米のみを使った岩手県唯一の全量純米蔵として
全国へお酒を出荷しております。
皆様も
『タクシードライバー』
をみかけた際は是非ご賞味ください。

更木
結っこ工房
からの
お知らせ

12月の工房は12日㈯のみの営業です。
新春初売りは1月9日㈯

午前10時から午後3時
農事組合法人さらき内で営業しております。
ご来店の皆様にご縁があるように福袋をさしあげます。
また、
「おいしい桑もちおしるこ」
のふるまいを致します。
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、
よろしくお願いいたします。

寺子屋 冬の修行体験
冬休みを楽しく健全に過ごすために、
まず
はココロ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
供たちの生活が調います。
写経をすることで、
落ち着いて物事を考え
ることができます。是非参加して、気持ちを
引き締めましょう。
写経に興味のあるお父さん、
お母さん体験
してみませんか？お待ちしております。

主催：寺子屋の会

代表／海野

日
場
内

時／平成27年12月26日（土） 午前10時
所／永昌寺（北上市更木）
容／10：00 坐禅
10：30 お話し
11：00 写経
12：00 昼食 お弁当持参
（味噌汁振る舞い）
13：00 作務（雑巾がけ）
13：30 お茶
対 象／幼稚園・小学生・中学、高校生・一般
持ち物／お弁当（おにぎり等）、雑巾

義範

除夜の鐘をつきましょう
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
温かい飲み物振る舞い
協力／野沢地区無尽の会

連絡先／ 090-8856-8244（海野）

どんど焼き
新年の1月16日(土)、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28年1月16日（土）
午前9時〜正午頃まで
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。
※家庭ごみ等は、持ち込まないで
ください。

