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１０月２２日(土)10 時～16 時
日時
２３日(日)10 時～15 時 30 分

22 日（土） 10 時～16 時

更木地区
場所
交流センター

作品展示

10：00～16：00･作品展示
・健康まつり
10：00～15：00・お茶会
10：00～14：00・産直市
11：00～13：00・バルーンアート
・軽食コーナー
11：00～14：00・利き酒大会
・かぼちゃ重さ当て大会

23 日（日） 10 時～15 時 30 分
10 時～14 時

更木産直市開催
先着プレゼントが
ありま～す♥
ご来店お待ちして
おります。

お茶会
無料で召上れます

作品展示
更木郷土芸能まつり

軽食コーナー

更木小学校体育館

11：00～

たぬきうどん
100 円で販売します。
※無くなり次第終了させていただきます。

特別出演

花巻農業高校 鹿踊部
更木公演
主催／更木地区文化祭実行委員会

防災訓練を行いました
去る、８月 27 日（土）に、更木地区自主防災会で
大規模地震の発生を想定した防災訓練を行いまし

子供たちの豊かな心の成長に少しでもお手伝い

た。更木地区自主防災組織や自治会住民，協力機関

できればと考えて人形劇を下記のとおり企画しま

合わせて約 90 名が参加し、各行政区長は被害状況を

した。たくさんのご参加をお待ちしています。

報告。婦人消防協力隊は炊き出し訓練を行いました。

日 時

消防団は会長に救出者の収容人員の報告を行いまし

場 所 更木地区交流センター ホール

た。その後、消防署員の指導で、担架を使用しての

演 目 「さるかに合戦」

搬送訓練、ＡＥＤと心肺蘇生法の訓練や水消火器に

出 演 人形劇団クスクス

10 月 13 日(木) 午後２時 30 分より

よる消火訓練などを行いました。初期消火、救急救
護の方法など、災害時における初動対応を訓練し、
自助・共助力を高めました。皆様のご協力ありがと
うございました。

10 月の主な行事予定

平成２８年秋の交通安全運動
秋は日暮れが早まるので、交通事故の多発が懸念
されることから交通安全運動が実施されます。
実施期間は９月 21 日～９月 30 日までの 10 日間です。
スローガン

「こんばんは

早めのライトで

ごあいさつ」

早めにライトを点灯することで、歩行者、自転車、
対向車に対して自身の存在を早く発見してもらえる
効果もあります。交通ルールを守って事故に遭わな
いよう気を付けましょう‼

12 日(水)午後７時

第３回女性の会幹事会

13 日(木)午後２時

更木区長会

13 日(木)午後２時 30 分 幼児教室(人形劇)
14 日(金)午前９時

ひよっこクラブ

14 日(金)午後６時

更木地区市政座談会

22 日(土)午前 10 時～午後４時
更木地区文化祭
23 日(日)午前 10 時～午後３時 30 分
更木地区文化祭
23 日(日)午前 10 時～午後２時
更木郷土芸能まつり
28 日(金)午前９時

市政座談会開催のお知らせ
28 日（水）午前

ひよっこクラブ

9 時 30 分 さをり織り

更木地区の市政座談会を下記のとおり開催します。
市長や各部長と更木の課題や行政の情報等について意見交換を行います。更木地区の方どなたでも
参加できますので、多数の参加をお待ちしています。
日

時

平成 28 年 10 月 14 日（金）午後６時～

場

所

更木地区交流センター

課

題

１）更木幼稚園における預かり保育について
２）Ｕ・Ｉターン支援について
３）倒木による市道等の安全確保について

懇親会費

１,０００円

参加申込み

各行政区長が参加の取りまとめをします。

問い合わせ

更木地区交流センター ＴＥＬ ６６－２５６９

ぎょうこうけい

行 幸 啓に係るお願い
国体の総合開会式に天皇皇后両陛下がお越しになることに伴い沿道等でのお出迎えのご協力をお願い
します。なお、詳細については各行政区長が回覧で周知した通りとなっております。
※「行幸啓」…天皇・皇后が御一緒に外出されること
１

日 程
天皇皇后両陛下

平成 28 年 10 月１日（土）
午前 10 時頃

北上市到着

午前 10 時 30 分頃

北上市役所到着

午後 ０時 30 分頃

北上市役所出発

午後 １時 30 分頃

北上総合運動公園到着

午後 ３時頃

北上総合運動公園出発

２

ルート

北上江釣子ＩＣ

～ 市役所 ～ 総合運動公園

３

奉送迎地点

沿道 46 地点 回覧等で案内

４

注意点

更木地区の方は 46 地区どこでも奉送迎できます。

※「奉送迎」…身分の高い方を見送ること

（１）駐車場はありませんので、公共交通を利用願います。
（２）贈り物、手紙はお渡しできません。
（３）現地の警察官、係員の指示に従ってください。
５

その他
国体期間中は、両陛下のほかに皇太子殿下同妃殿下及び皇族がいらっしゃる予定です。
（１）皇太子殿下同妃殿下

10 月 22 日（土）

（２）秋篠宮同妃両殿下

10 月 11 日（木）

（３）高円宮妃殿下・女王殿下

10 月 24 日（月）

（４）常陸宮妃殿下

10 月 ６日（木）

大会実行委員から『北上市民

10 万人で「おもてなし」運動』として、全国から訪れる選手、

監督や応援のみなさんを大勢の市民で賑わう競技会場でお迎えし、応援をすることになりました。
つきましては、下記のとおりになりますので大勢の参加お願い致します。
１

応援実施日

10 月２日（日）～５日（水）
ソフトテニス競技

会場 和賀川グリーンパークテニスコート

バトミントン競技

会場 北上総合運動公園 北上総合体育館

10 月７日（金）～10 日（月）
陸上競技

会場

北上総合運動公園 北上陸上競技場

新体操競技

会場 北上総合運動公園

北上総合体育館

10 月 23 日（日）
いわて大会陸上競技
２

応援手旗

会場 北上総合運動公園 北上陸上競技場

交流センター、行政区長で取扱っていますので、応援に行く方は連絡願
います。

３

その他

更木地区では 10 月７日（金）に応援する予定です。
詳細については区長もしくは交流センターまで連絡願います。

☆義援金のお願い
社会福祉法人岩手県共同募金会では、台風 10 号による被災者を支援することを目的に「岩手県
台風 10 号大雨等災害義援金」の募集を行っています。
募集期間

平成 28 年 9 月 5 日（月）から平成 28 年 10 月 31 日（月）まで
義援金は岩手銀行とゆうちょ銀行で受け付けております。また、現金書留による
送付も受け付けておりますので皆さまのご協力をお願い致します。

問合せ先

社 協 本 部

電話

64-1212

社協更木支部

電話

71-3730

☆食品募集（フードバンク）
北上市社会福祉協議会では、何らかの理由で当面の間食べるものがない生活困窮者世帯に対して、
保存のきく食品を提供し生活維持の支援を行っております。
ご家庭に眠っている食品の寄付へのご協力をお願い致します。
賞味期限が 6 か月以上で常温保存できるもの
例

インスタント食品 缶詰

受付先

瓶詰

米 レトルト食品 ふりかけ

社 協 本 部

電話

64-1212

社協更木支部

電話

71-3730

（仮称）あじさい館の地鎮祭が行われました
去る、８月31日（水）午前10時から農事組合法人さ
らきの敷地において地鎮祭が行われました。更木地区
農地保全組合と農事組合法人さらき代表、建設業者等
25人が出席。山口典男組合長による鍬入れなどが行わ
れ(仮称)あじさい館工事の安全を祈願しました。
工事は９月から行われ年内中の完成を目指し、来年
１月にオープン予定です。

粉ミルクなど

きれいになりました☆彡
去る、９月11日(日)北上シルバー人材センター
更木支部のみなさんに更木地区交流センター敷
地内の清掃奉仕を行っていただきました。当日は
朝から晴天の気持ちの良い天気でしたが、だんだ
ん気温も上がってきて周囲の草取り、植木の剪定
作業、草刈り作業に汗を流していただきました。
とってもきれいになって、気持ちよく仕事が出来
ます。ありがとうございました。

