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町内の動き
（対前月比）
人 口：1,179 人 －5
男 ： 556 人 －1
女 ： 623 人 －4
世帯数：429 世帯 －3

就任あいさつ
更木町振興協議会長 齊藤

昭平

去る、４月８日(土)更木町振興協議会総会が執り行われ、昨年 68 歳の若さで御逝去された駒込昌平前
会長の後任として大役を仰せつかりました。
優秀な歴代会長や更木の将来について常に熱く語る前会長と違い、知識も話題や話術もない私如きに
務まる役職ではないと辞退申し上げましたが、幹事会を通して総会にて承認された以上は、微力ながら
更木地区の活性化のため尽力したいと思っています。
更木は各地区から注目を浴びています。特にも、活性化事業として起業した桑茶事業については「地
域を元気にする」講演会などでも実例として紹介されています。
事業所の経営努力は当然ですが、地域内の特産物や施設を地区一体となって活用することによって、
地域の活性化に還元されるものと確信します。
地域が元気になるには、まず地域の皆さんが元気でなければなりません。地域特産物や新設された「
さらきの里ふれあいセンター」を活用して、加速する少子高齢化の中で、健康長寿第一位の地域を目指
して頑張っていきたいと思います。
前会長の残任期間ではありますが、御指導御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

平成 29 年度更木町振興協議会総会が開催されました
平成 29 年度更木町振興協議会の代議員総会が、４月８日(土)に更木地区交流センターで 51 名の出席
で開催され、平成 28 年度事業報告及び収支決算、平成 29 年度事業計画及び収支予算の提出議案はすべ
て原案のとおり全会一致で可決されました。 総会の資料については、各行政区ごとに回覧いたしますの
でご覧いただきたいと存じます。
また、会長不在に伴い役員の選任があり、会長に３区の齊藤昭平氏が選任されました。前任者の残任期
間として平成 30 年３月 31 日までの 1 年間となります。
総会終了後に、常任幹事の歓送迎会と懇親会を行いました。 行政区長の任期満了に伴い、５区長が千
田哲也氏に代わりました。

さらきの里ふれあいセンター売店オープン
去る、４月７日（金）午前 10 時にさらきの里ふれあいセンターの売店がオープンしました。
オープニングセレモニーでは及川副市長の祝辞と及川副市長、平野振興協議会副会長、山口代表取
締役のテープカットでオープンしました。
オープン当日には先着 220 人の方に紅白餅を振る舞われ、大勢の来客で賑わっていました。
店内では、特売の野菜等が数多く品揃えされており大盛況でした。

交流センター使用について
≪使用申請のついて≫
★ 交流センターを使用する場合は、２か月前から前日までに申請して下さい。
電話では仮申請になりますので必ず使用申請書を提出してください。
★ 申請書は交流センターにありますので、交流センターの窓口で受付けをお願いします。
★ 受付時間は、平日の午前９時～午後５時までとなります。
★ 使用料は地区の方々は無料です。ただし、個人での使用、地区外の方や団体、商行為を行う場合は、
使用料が発生します。詳しくはセンターにお問い合わせください。

≪使用について≫
★ 使用時間は午前９時～午後 10 時までです。
★ 平日の午後５時以降と休日の利用は鍵管理者から鍵を借りてください。(鍵管理者

大橋商店)

★ 使用したものは必ずもとに戻してください。
★ ごみは必ず持ち帰ってください。
★ 使用後は、センター使用日誌に記入をお願いします。使用した備品も記入してください。

≪駐車場について≫
★ センターを使用の時は、順番に詰めて駐車してください
★ センターを集合場所にする場合は、小学校の花壇側に、詰めて駐車し、センターの事務所に声を
かけて下さい。
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更木地区成人女性
30 名
更木地区交流センター他
無料（但し、事業内容によって一部自己負担があります）
5 月 10 日(水)更木地区交流センターまで
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第1回

5 月 20 日(土)

開講式と講演会

更木地区交流センター

第2回

7 月 23 日(日)

移動教室（タイマグラの生活） 宮古市江繋

第3回

9月

体験教室（秋の寄せ植え）

更木地区交流センター

第4回

11 月

閉講式と講演会

更木地区交流センター

北上川流域一斉清掃参加者募集‼
「更木地区内の北上川をみんなできれいにしましょう！」








日
時
集合場所
内
容
申し込み
連 絡 先
主
催
共
催

平成 29 年４月 22 日（土）午前６時～ (小雨決行)
昭和橋付近 （サイクリングロード休憩所）
北上川更木区域内のゴミ拾い （どなたでも参加できます）
4 月 20 日（水）までにご連絡をお願いします。
更木地区交流センター ☎６６－２５６９
更木町振興協議会・更木地区交流センター
公衆衛生組合更木支部・更木観桜会・桜オーナー植樹者会

少子化対策奨励金交付について
更木町振興協議会では、平成 18 年度から少子化対策として、結婚、出産、転入に対し祝い金を交付
しています。
少子化対策奨励金は、次に該当する方が対象になります。
（1） 更木及び臥牛に住所を有する方
（2） 結婚されたとき
（3） 出産されたとき
（4） 更木地区に、小学生以下の家族を持つ方が転入されたとき
本年度以前でも前項の対象の方には少子化対策奨励金を交付いたします。申請書は更木地区交流セン
ターにあります。
問合せ先 更木地区交流センター 電話 66-2569

福祉だより第 77 号
平成 29 年度北上市社会福祉協議会更木支部代議員会が開催されました
去る、４月８日(土)に代議員会を開催し、平成 28 年度の事業及び収支決算、平成 29 年度の事業計画
及び収支予算について原案通り可決されました。また、任期満了に伴い役員の選出が行われ、下記の通
り選出されました。今年度も皆様のご協力を得ながら、ふれあいデイサービスをはじめいろいろな事業
を通して安心して暮らせる地域福祉の向上を目指していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い
申し上げます。
役員は次のとおりです。
（任期 ：平成 31 年３月 31 日）

（敬称略）

支部長
菅 孝志（再）
副支部長 遠藤 京子（再）副支部長 平野 直志（センター長充て職）
監査委員 澤田 育生（新）監査委員 齊藤 恒雄（新）

就任あいさつ
北上市社会福祉協議会更木支部

支部長 菅 孝志

去る、４月８日(土)の代議員会において再任され、その重責を感じております。
町民各位の求める福祉のあり方は、急激な社会変化及び年代により多種多様に
なっております。皆さんが更木に住んで良かったと感じる地域福祉を目指し、頑張りたいと思いま
す。皆様のご指導、ご協力をお願い申し上げます。

福祉協力員を紹介します
任期

平成 29 年４月１日～平成 31 年３月 31 日まで
（敬称略）

１区
２区
３区
４区

川村
菅
藤巻
千田

あいさつ運動

容子
島田
慶子
澤田
美代子
秀美
鹿島

京子
豊子

５区 小菅
６区 加納
７区 千田

レン子
睦代
修子

千田 光子
平野 裕子
佐藤 恵美子

香子

「あいさつで深めよう地域の絆」

強化月間 4/17～5/16

あいさつは人と人とのつながりを深めます。
学校で家庭で職場で地域であいさつをしましょう
おはようございます

こんにちは

おかえりなさい

ありがとうございます
気をつけて行ってらっしゃい

実施主体：社会福祉法人北上市社会福祉協議会
取組組織：北上市社会福祉協議会更木支部
協力団体：更木町振興協議会

更木地区青少年育成会

北上市防犯協会更木支部

