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（対前月比）
人 口：1,194 人 －3
男 ： 560 人 －1
女 ： 634 人 －2
世帯数：433 世帯 －2

平成 29 年北上市成人式が 1 月８日(日)さくらホールで開催され、総勢 776 名が出席しました。
更木地区からは 14 名が出席しました。華やかな振袖やビシッと決まったスーツをまとった新成人
は、同級生との再会に喜び合い、お互いに写真を撮り懐かしい話で盛り上がっていました。
今年の式典では、思い出ビデオ上映が新たに設けられ小学校や中学校当時の写真がスクリーン
に映し出されました。それぞれの地区が映ると、会場から歓声や笑い声があがり和やかな雰囲気
に包まれました。

成人式に参加された成人者は次のとおりです。(敬称省略)
上段左から

ゆきと

たくむ

長根悠斗(7 区)
ゆうひ

せ

小田島佑飛(1 区)
下段左から

さ き

藤村沙樹(2 区)
あや

児玉 彩(2 区)

りょうすけ

藤巻拓夢(3 区)
な

千田 涼 介(4 区)

千田聖那(7 区)
みなみ

千田

南 (7 区)

み

う

駒込美侑(5 区)

こうへい

八重樫航平(4 区)

みつのり

松山晃典(6 区)
あゆ み

八重樫歩弥(4 区)
ほのか

藤井歩歌(元 3 区)

ま

り

な

半田麻里奈(3 区)

トワイライトパーティ（食事付）
時間
場所
料金
資格

19:00～21:00（受付18:30～）
プチコレット （北上市）
男性6,300円 女性3,000円
40歳～60歳の独身男女

Monday パーティ（食事付）
時間
場所
料金
資格

19:00～21:00（受付18:30～）
ブランニュー北上（北上市）
男性6,300円 女性3,000円
25歳～45歳の独身男女

パンジーパーティプレミアム(ランチ付)
時間
場所
料金
資格

10:30～14:00（受付10:00～）
メトロポリタン盛岡（盛岡市）
男性6,300円 女性3,000円
25歳～45歳の独身男女
※男性の場合
年収/25歳～35歳 300万以上
年収/36歳～45歳 350万以上

☆女性複数のお申込みで参加料半額になります。
☆更木からの参加者には特典があります。
連絡先 更木地区交流センター 66-2569

スキー教室に行ってきました‼
去る 1 月 9 日(月)夏油高原スキー場でスキー教室を行いました。当日の天候は、曇りで気温が高く午後か
らはガスがかかり少し見通しが悪くなってきましたが、今回初参加の二人も講師の丁寧な指導で滑れるよう
になりました。とても楽しかったそうです。ほかの参加者も講師の指導で楽しく安全に滑ることが出来て楽
しい 1 日を過ごすことが出来ました。講師のみなさん有難うございました。

去る 1 月 13 日(金)更木地区交流センターで世代間交流会が行わ
れました。地区の老人クラブの皆さんと子供たちがもちつきやミ
ズキ団子、12.5ｍののり巻きを作り交流を深めました。楽しい遊
びのコーナーでは新聞紙を使ったコマや、紙コップの風ぐるまを
作ってホールいっぱい走って楽しんでいました。その後、作った
料理をみんなでおいしくいただきました。

アメリカについて、いま話題になっていること
などを聞きながら楽しく交流しましょう。
☆日 時：２月 11 日(土)
午前 10 時～11 時 30 分
☆場 所：更木地区交流センター 和室
☆講 師：アンソニー・バッシュ氏
(アメリカ出身)
☆内 容：出身国アメリカについて
アメリカって～Ｑ＆Ａ～
☆申込み ２月８日(水)までに交流センター
までお願いします。
アメリカについて知りたいことなど、質問も募集
します。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。
＜問合せ ℡ 66-2569＞

☆日 時

☆場 所
☆内 容
☆講 師
☆参加費
☆持ち物

２月の毎週木曜日
（2 日・9 日・16 日・23 日）
午後 1 時 30 分から 3 時
更木地区交流センター
和室またはホール（人数に応じて）
自力整体法
早渡京子氏
無料
飲み物・汗拭きタオル
動きやすい服装・敷物

＝＝どなたでもいつでも参加できます＝
主催 更木地区交流センター
共催 健康づくり推進協議会
☆問合せ 更木地区交流センターまで
☎ 66-2569

２月の主な行事予定
小学生を対象に、卓球教室を開催します。初心者に
もやさしく指導しますので、是非参加してください。
日 時 ２月３日・10 日・17 日・24 日(金)
午後６時 30 分～午後８時 30 分
場 所 更木地区交流センター 多目的ホール
対 象 小学生
講 師 更木卓球同好会
問合せ 更木地区交流センター
☎ 66-2569

更木地区消防団員表彰
去る 1 月 7 日(土)北上市消防出初式表彰・感謝状交
付がさくらホールで行われました。
更木地区では、次の方々に表彰及び感謝状が授与さ
れました。
☆勤続賞 25 年
(敬称省略)
千田
理(２区)
☆功労賞・勤続賞 20 年
駒込 利昭(５区)
八重樫 亙(３区)
菅沼 英明(７区)
☆功績賞・勤続賞 15 年
遠藤 俊嗣(１区)
☆精練賞
千田 将大(２区)
☆市消防団長表彰 無火災 10 年
６分団７部(臥牛)

２日(木)午後１時 30 分
３日(金)午後６時 30 分
５日(日)午前 10 時
９日(木)午後１時 30 分
９日(木)午後２時
10 日(金)午前９時
10 日(金)午後６時 30 分
11 日(土)午前 10 時
16 日(木)午後１時 30 分
17 日(金)午後６時 30 分
19 日(日)午後 0 時
23 日(木)午後１時 30 分
24 日(金)午前９時
24 日(金)午後６時 30 分
26 日(日)午前９時

健康教室
卓球教室
親子料理教室
健康教室
更木区長会議
ひよっこクラブ
卓球教室
異文化講演会
健康教室
卓球教室
さらきの里ふれあい
センター落成式
健康教室
ひよっこクラブ
卓球教室
ドッチビー大会

福祉だより第７５号
ふれデイの様子を紹介します

上組カタクリの会

座禅体験

おりづる会 水引作り

わかば会

介護予防食作り

八天福寿草 ネックウォーマー作り

大竹とわの会 トラブルすごろく

臥牛山ゆり会

たんぽぽの会

笑いの軽体操

山寺りんどう会 押花

陣取りゲーム

ねむっている食材ありませんか？
北上市社会福祉協議会では生活が困窮している世帯へ、皆様から募った食品を提
供して生活維持の支援を行う「フードバンク」事業を行っています。
ご家庭に眠っている食材で 3 か月以上の賞味期限があるものを募集しています。
皆様のご協力をお願い致します。
募集品目
お米（精米してから 1 年以内のもの）
乾燥めん・レトルト食品・缶詰・瓶詰
お菓子・調味料・のり・ふりかけ
お茶漬け・ミルクなど
受付・問合せは北上市社会福祉協議会更木支部
担当 千田 聡子(☎ 71-3730)までお願いします。

