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町内の動き（対前月比）

平成28年12月22日

人口：1,197人 −5人

発行：更木町振興協議会
更木地区交流センター
TEL/FAX：0197-66-2569

男 561人 −3人
女 636人 −2人

saraki-kc@chime.ocn.ne.jp
http://www.saraki-kitakami.org

世帯数：435世帯 −3

平成29年 更木地区新年交賀会のご案内
今年も残すところあとわずかとなり、更木町振興協議会・更木地区交流センターの事業
も終盤を迎えております。
さて、平成29年は「さらきの里ふれあいセンター」も完成し、新たな憩いの場として
期待するところであります。
迎える、新年は「酉年」です。大きく飛躍の年になりますように、併せて更木地区の更
なる繁栄を祈念し、地区民の相互の交流を図ることを目的に「新年交賀会」を開催します。
また、平成28年度に受賞された方々の「祝賀会」も併せて開催します。

・日 時／平成29年1月3日（火） 午後2時より
・場 所／更木地区交流センター
・会 費／ 1,000 円
※希望の方は、12 月27日までに更木地区交流センターまで
お申し込み下さい。多数の参加をお待ちしております。

「さらきの里ふれあいセンター」建設中
いよいよ本格的に工事が始まり、建物の外観もわかるようになっ
てきました。完成は1月末の予定で工事も急ピッチで進められて
おります。また、落成式は 2 月 19 日（日）と決まりました。来春
がとても楽しみです。

完成まで
もうしばらく
お待ち
下さい。

イルミネーション
点 灯

更木地区交流センターに
イルミネーションを飾り
ました。ささやかではあり
ますが、ご覧ください♡

婚活パーティー
January 2017 開催

初めて参加する方も人見知りの方も安心して参加できます。

1/21 トワイライトパーティー（食事付）
（土）

1/22 パンジーパーティー
（ランチ付）

ところ／喫茶まどか（花巻市）
時 間／19：00～21：00
（受付18：30～）
参加料／男性6.300円 女性3,000円
(女性の場合複数参加で半額)
参加資格／40歳～60歳の独身の方

（日）

1/23 Monday パーティー
（食事付）
（月）

ところ／ブランニュー北上（北上市）
時 間／19：00～21：00（受付18：30～）
参加料／男性6.300円 女性3,000円
(女性の場合複数参加で半額)
参加資格／25歳～45歳の独身の方

リ

ンゴを栽培して30 年

千田やす子さんをご紹介します

更木の山寺という地区があり、田んぼ
と並ぶ小高い場所でやす子さんは、1ha
のリンゴ園を営んでおり、約20種類のり
んごを栽培しております。現在はJAや産
直あぜみちやマックスバリューなど多方

ところ／ブランニュー北上（北上市）
時 間／10：30～14：00（受付10：00～）
参加料／男性6.300円 女性3,000円
(女性の場合複数参加で半額)
参加資格／25歳～45歳の独身の方

※更木地区民の方には特典があります。
※参加申込書は更木地区交流センターにあります

【お問い合わせ】

更木地区交流センター ☎66-2569
担当／青木
行事予定

1月の

主な

3日㈫ 午後 2時
更木地区新年交賀会
4日㈬ 午前 8時30分 仕事始め
5日㈭ 午後 6時30分 囲碁教室①（全4回）
③19日㈭、④26日㈭）
②12日㈭、
8日㈰ 午後 1時
北上市成人式
9日㈪ 午前 8時30分 更木地区スキー教室
12日㈭ 午後 2時
更木区長会議
世代間交流会
13日㈮ 午前 9時
20日㈮ 午前 9時
ひよっこクラブ
27日㈮ 午前 9時
ひよっこクラブ

面で販売しております。
また、やす子さん
は「お客様の顔をみながら販売したい。
色んな種類を作る

平成28年度地区対抗スポーツ大会・市民体育大会が終わる

のは、
自分が美味しいと思うリンゴをお客さまに食べても

区対抗総合優勝7区・準優勝1区を表彰

らいたい、喜んでもらいたいという気持ちで作っている。
直接注文いただくととてもうれしい。」と話しておりまし
た。
ぜひ、
山寺のリンゴをご賞味ください。
倉 庫 の中には、収 穫した沢山のリンゴ が 並 べられ 、
ジュースや缶詰用に出荷するリンゴ等きれいに揃えてあ

去る、
12月16日にスポーツ推進委員会を開催し、
表
彰式を行いました。
今年度も運動会など9種目のスポーツ競技を行い選
手層の厚い7区が3年連続優勝となりました。
誠におめ
でとうございました。
結果は次の通りです。

りました。働き者のやす子さんは、作業をいつもひとりで

順 位

1 位

2 位

3 位

行っておりましたが
「今年は旦那
（千田寛）
さんが手伝って

行政区

7 区

1 区

2 区

4 区

点 数

53点

48点

46.5点

41.5点

順 位

5 位

5 位

7 位

行政区

5 区

6 区

3 区

点 数

33点

33点

10点

くれたので、
とても助かった。」
と、夫婦仲良く作業してい
る様子にとても和やかな雰囲気を感じました。
これからもまだまだリンゴ発送の作業は続いておりま
すが、注文を承っておりますの
でご連絡をお待ちしております。
【連絡先】
住所／北上市更木32－32
電話／0197－66－2752

4 位

市民体育大会では10種目出場し、
16地区中13位
（昨
年度15位）
と頑張って頂きました。
また、
特別表彰枠で
第2位
（昨年度3位）
となりました。
今回は陸上競技、
ソフ
トボール、
ターゲットバードゴルフの3種目に新たに出
場したことも大きな成果と思っています。
翌年も元気にスポーツを楽しみながら交流できるこ
とを期待しています。

更木の
事業所

シリーズで紹介

店舗設計、施工
千田

アトリエ カオス

代

表

住所
電話

北上市更木11-5-1
0197-81-6655

清人
FAX

0197-81-6656
代表の千田さん

当社は、平成7年に独立して、店舗設計デザイン事務所として、北上市常盤台に開設いたしました。その後
自宅、更木簡易郵便局閉局したのち、更木に移転いたしました。
当社は、
店舗の設計、
デザイン、
施工の仕事が中心で、
北上では、
江釣子ショッピングセンターパルのテナント、
ブランニュー北上のデザイン、
きものや、
雑貨屋その他飲食店などを、
手掛けさせていただいております。
また、転写工房カオスとして、転写製品の製作、販売をインターネットホームページにて開業い
たしております。今年11月には、自宅、事務所を自社デザイン、プロ
デュースにてログハウスを新築。そのノウハウを活かし、新たにエコモ
ダンログハウスの提案、プロデュースの仕事
も手掛けて行こうと考えて
おります。
写真やイラストなどをタイル、
皿、
ガラスに転写してオリジナルの製品にし、
記念品やギフトなどにして販売しています。

福島県大熊町支援に参加

― 餅つきで交流 ―

去る、11月25日に更木町振興協議会、更木ふるさと興社、更木結っこ工房から5名が福島県会津若松に避難
している大熊町の皆さんを訪問してきました。
今回も八天中山間地域集落組合からもち米60㎏を提供して頂き、今年で6回目の交流となります。回数を
重ねるごとに交流の輪が広がり意義深さを感じました。
今年の夏、更木小の子供たちが夏休みに大熊町を訪問し、交流を深める機会を得られたことも含めて感謝
を述べて参りました。交流会では、大熊町の熊町小学校、大野小学校、PTA、地元のボランティアの子供達や地
域の方々と餅つきをして、ついた餅を食しながら交流を深めてきました。
大熊町の皆様の、ふるさとがあっても戻ることができないもどかしさ、悔しさは、私たちが想像する以上に
大変なご心労があるものと強く感じて参りました。

更木産そば粉でそば打ち教室
去る、12月18日(日)更木地区交流センターで小田島源志氏を講師に10名
の参加でそば打ち教室を行ないました。
今回は初めての参加者もいたので、
最初に講師の説明と実演をした後、
経験
者の方にそばを打ってもらいました。
次に初めての方たちがそば打ちを行い、
先輩にアドバイスをいただきながら、
次第に緊張がほぐれ、
楽しくそばを打っ
ていました。
初めてにしては出来栄えも良く、
満足しておりました。
そばは持ち帰り、各家庭で作った時の話をしながら食し、家族団らんの時
間を持ったのではないでしょうか。

こころも ほっこり ～ひとり暮らし交流会～
社会福祉協議会更木支部では、毎年恒例となりま
したひとり暮らし交流会を12月5日（月）、23名の参
加で渡り温泉に行ってきました。
今年は番号を書いたお菓子袋を配り、プレゼント
につないだ紐を順番に引くという、
「何が当た
るかお楽しみ♡くじ引きゲーム」で盛り上がりま
した。みなさんお風呂に入り、美味しい食事や会
話、カラオケなどで楽しいひとときを過ごしてき
ました。次回もまた笑顔で会いたいですね。

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。
一発は自
分が打った鐘の音が響きます。
ご近所の方もその一発を無意識
のうちに聴いています。
一人でお越しの方、
家族でお越しの方、
新
たな年を迎えるにあたり、
除夜の鐘をつきましょう。
きっと幸せ
な気持ちになります。
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／除夜の鐘つき、元朝祈祷
※全員にお守りを進呈。
お神酒、特製甘酒を
振舞います。

協力／野沢地区無尽の会

気になるお店紹介
vol.1

どんど焼き
小正月の伝統行事であ
るどんど焼きを永昌寺に
於いておこないます。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29年1月15日（日）
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。

北上の美味しい焼肉屋さんを見つけました。
北上駅前にある
「焼肉処燔々亭」
です。
中年男女6人で行ってきました。
23名程の席でお洒落なお店です。
お肉が美
味しいと聞いていましたが、
なんと牛タンの厚さには驚き！ロース、
カルビも脂
がのってとても柔らかい！特にロースは生でもイケる美味しさ、
焼く場合は3秒
以内というこだわり。
麺類は温麺2種と冷麺を6人でシェアして食べましたが、
甘さと辛さがとても
良い感じでした。
お店の人気メニューはビビン冷麺です。
周りのどのテーブルでもビビン冷麺を食べていました。
食べたとき甘さを感じ徐々に強くなる辛さが癖になる
とか…。
今度はぜひ食べたいと思います。
ちょっと高めと思うかもしれませんが、
北上に来たと
きは是非行ってみてはいかがでしょうか。

