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人口：1,222人 −5人
男 577人 −3人
女 645人 −2人
世帯数：446世帯 −2
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『更木一日農家レストラン ＆
更木ウタカラ音楽祭 2016』

「更木一日農家レストラン＆更木ウタカラ音楽祭 2016」は 1 月 17 日（日）更木地区交流センター
で行われました。地元の「食」をＰＲし、地域の活性化につなげようと過去 2 回、家庭料理の試食会
を行ってきましたが、今回は、地区内外の方を対象にバイキング形式で行いました。
用意されたトレーにおにぎらず、桑うどん、臥牛豆腐でつくったおからサラダ等、地元産の食材を
ふんだんに使った 35 品の料理に舌鼓。大変好評でした。当日は天候にも恵まれ、来場者、スタッフ
合わせて約 100 人が集まり、おいしい料理に笑顔があふれておりました。
参加者からの感想では「品数も多く、どの料理もおいしくいただきました。」「料理の種類も多く、
美味しい味付けで大変満足でした。」「自然薯を使った料理が美味しかった。」等々たくさん寄せられ、
「近々、レストランができればいいですね！」等の期待の声も聞かれました。また、スタッフへの感
謝やねぎらいの言葉も多く、また頑張ろうと、スタッフも元気をいただきました。
ランパラードさんのケーキ

グリムさんのパン
桑茶入り豆腐ケーキ
（臥牛豆腐）

自然薯入り
がんも
桑茶入り
ぎょうざ

臥牛豆腐の
おからサラダ

おにぎらず

更木ウタカラ音楽祭 2016
更木一日農家レストラン終了後午後 1 時 30 分から、
「更木
ウタカラ音楽祭 2016」を行いました。歌で更木を応援した
いと集まった演奏家 10 名で結成した「ウタカラユニット」
の皆さんが、12 曲を歌い演奏しました。
前日からリハーサルを行う等、熱のこもった音楽祭は、来場者のリクエスト曲を一緒に歌うなど、と
ても和やかに進行しました。大槌町から参加した双子の男の子がとても可愛らしかったです。
最後に出渕晴彦氏が作詞、作曲した更木のオリジナルソング「さらきの里」を披露してくださいました。
遠く離れていても更木の風景が思い出されるようなとても素敵な歌です。住んでいても、改めて更木の良
さを感じ、思わず口ずさんでしまう曲です。
「さらきの里」を地域の歌として紹介していきたいと思います。
「さらきの里」

作詞・作曲

出淵晴彦

北上河原にコウホネが咲けば 源氏ボタルは夏を告げる
エドヒガンザクラに枝垂れカツラ 町の歩みを見つめてきた
旅籠山からあづま海道 故きを訪ね 白百合が君を呼ぶ
さらきの里を 訪ねておいで
きっと誰でも笑顔になれる
さらきの里は どんな人も そっと優しく包んでくれる
猿が石川 臥牛寺 観音巡りと自慢の豆腐
桑茶を飲んで 語るも良い 喜久盛を飲んで歌うも良い
水乞山から 町を見渡せば あの日見ていた景色がそのままに
さらきの里に 戻ってきたら きっと自然に笑顔になれる
さらきの里は どんな時も 君を優しく迎えてくれる
八天遺跡に縄文の軌跡
大竹廃寺に平安の香り
ゆめみわらしにやまなしもぎ 民話を生みだす町の灯り
北上山系 流れるすじ雲 揺れる稲穂が奏でる実りの調べ
さらきの里で 暮らしながら みんなで作る明日の形
さらきの里は いつまでも ずっと変わらぬ心のふるさと
さらきの里で 暮らしながら みんなで作る明日の形
さらきの里は いつまでも ずっと変わらぬ心のふるさと

しらゆり塾移動学習
楽しかった！こたつ舟
去る、1月24日（日）しらゆり塾の閉講
式を兼ねて第4回しらゆり塾移動学習を
36名の参加者で行いました。冬の猊鼻
渓舟下り「こたつ舟」に乗ってきました。
舟の中で、こたつに温まりながら昼食
［木流鍋］をいただき、船頭さんの唄と冬景色を満喫してきました。午後は世界遺産・平泉で
自由散策や金色堂の見学をしたり、
中尊寺の参拝をして楽しんできました。

異文化講演会を開催しました！
去る、2月6日（土）カナダ出身のマーク・ディボア氏を迎え、
「日本とカ
ナダ」と題して講演をしていただきました。カナダの大きさや人口密度な
ど日本との比較をクイズ形式で
お話しして参加者と交流を深め
ました。また、お話の合間に趣味
のチェロを演奏していただき、和
やかな講演会になりました。

医療講演会 「糖尿病ってどんな病気？」
去る、2月11日（木）更木地区交流センターを会場に医療
講演会を開催しました。
今年は、坂の上野 田村太志クリニック院長の田村太志
氏を講師にお招きし「糖尿病について」と題して、ご講演い
ただきました。糖尿病の症状と合併症の恐ろしさ、予防方
法や食事のとり方等、詳しくわかりやすく説明していただ
きました。60名の参加者は、真剣に聞き、最後に質問もた
くさんしていました。改めて糖尿病の怖さを知り、食事や
喫煙を見直そうと思って帰る方もおりました。

更木の
事業所

シリーズで紹介

有限会社グリム
代表取締役社長 藤本 惇
本社・工場 北上市更木27-22-1
電 話 0197-66-2820 ㈹
FAX 0197-66-2876

有限会社グリムは、41年前の1975年 お客様の「おいしい」と
いう言葉と笑顔の為に！！ をモットーに更木町下八天に小さ
なパン工場を建てスタートしました。
焼きたてパンにこだわりオーブンフレッシュベーカリーとし
て北上を中心に店舗展開を開始。3年後6店舗に達した為、工場
も手狭となったことから旧更木製パンを吸収合併することとな
りました。生産能力も向上したので学校給食や病院給食にも参入するに至りました。
創業から5年後の昭和55年には新事業として移動販売をスタート。パンの形をした特装移動販売車
「ハローポニー号」を岩手県内をエリアとして展開させ業務拡大を計ってきましたが、平成10年業態変更
を決断し業態を宅配パンに特化しました。
おかげ様で現在岩手県内のほか青森県、秋田県にも営業拠点を置き、
「ベルボーイ」のブランドで製造
から販売まで行っております。
「従業員50数名の小さな会社ですが、私達は急速に変わっていくマーケットと多様化する消費者の嗜
好やニーズに応える為に技術開発、企画力、独自の営業展開によりお客様満足度を高める努力を続けて
います。」と力強く語っておりました。

藤村昭俊さん(6区)が
経済産業大臣表彰を受賞
去る、2月4日岩手県統計大会が盛岡市民文化ホールで行わ
れ、その席上で経済産業大臣表彰を受けられました。 藤村昭
俊さんは統計調査員を35年以上務められ、この度、経済産業
省所管構造統計調査(工業統計調査等)に従事した功績として
受賞されました。
統計調査員は国税調査・農業センサスや産業調査・工業調査
など多岐にわたっています。
また、
岩手県統計会長から10年以
上の功績をたたえて感謝状を次の4名の方が受賞されました。
八重樫清喜さん(3区)、八重樫和夫さん(4区)
福地公子さん(7区)、菅 喜久さん(7区)
今回表彰等を受けられた方々にはお祝いを申し上げますと
ともにこれから益々のご活躍をご期待いたします。

3月の主な行事予定
3日㈭
4日㈮
10日㈭
10日㈭
11日㈮
13日㈰
16日㈬
17日㈭
18日㈮
25日㈮
30日㈬

午前10時
福祉協力員視察研修会
午後 7時
生涯学習推進委員会
午後 2時
更木区長会議
午後 7時
女性の会定例会
午前 9時
ひよっこクラブ
午前 9時45分 北上北中学校卒業式
午後 7時
八天遺跡に係る講演会
午前 9時
更木幼稚園修了式
午前10時
更木小学校卒業式
午前 9時
ひよっこクラブ
午後 2時
社会福祉協議会
更木支部幹事会

ふれあいデイサービス

〜４区おりづる会の紹介〜
更木４区おりづる会は、４区公民館で毎月2回のふれあいディサービスを開催しております。20人前
後の方が集まり手芸品を作ったり、ゲームをしたり、茶話会等で皆さんとの交流を深めております。
2月3日の節分には参加者25人で、4メートル75センチもある長〜い恵方巻きを作りました。みんな
で南南東を向き、願いを込めながら無言でモグモグおいしく頂きました。公民館も新築されたばかりな
ので、たくさんの福を呼び込めるように威勢よく豆まきも行いました。

はなまきキッズ農業塾 in 東京・横浜 に参加
〜体験で学んだことを生かしていきたい〜
齊藤 禅君(6年生)は、1月6日〜1月8日に行われた
JAいわて花巻農業塾販売体験の旅に行ってきまし
た。JAいわて花巻では、組合員家族の小学生を対象に地元で生産された農畜産
物の販売や流通について首都圏に出向き学習することで、農業と地域を守る重
要性を理解し、後継者を育成する目的で開催しています。
参加した禅君は「東京都中央卸売市場では全国から集まってきた農作物の多
さにびっくりしたり、仲買人の競りの迫力に圧倒された。農産物直売所での販売
体験では、チラシ配りや試食を勧めたお客様から頑張ってと声をかけられてと
てもうれしかった。この体験で学んだことを生かしていきたい」と感想を述べて
おりました。頼もしいですね♥

更木結っこ工房
からのお知らせ

3月の工房は12日㈯、26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。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

更木に住んで10年になります。
初めてここに来た時、
何とも言えない清浄さに心を打たれた
のを覚えています。
暮らし始めて更木の人達に触れ、
あの清浄さは住んでいる人達から発せられ
ているのかも…と。
珍しく真面目な文章になってしまいました!!(本当は真面目な人なんです!?)
更木でお楽しみビックリイベントはできないかと考え続けていきますので、
皆様今後もお見逃しなく♪
地域づくり推進委員会 藤村 明美
編集後記

