第203号

平成29年6月23日
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
saraki-kc@chime.ocn.ne.jp
http://www.saraki-kitakami.org

町内の動き（対前月比）
人口：1,174人 −3人
男 554人 −1人
女 620人 −2人
世帯数：427世帯 −2

平成 29 年度
更木小・地区民合同運動会が
開催されました。
去る、5月28日（日）更木小・地区民合同運動会が開催されました。当日は風が強かったもの
の、日差しは温かく、運動会日和の一日でした。
年々高齢化が進む中、一年生17名の元気な開会の言葉で始まり、各競技とも熱戦が繰り広げ
られました。また、ユニホームを揃えて参加した地区もあり、会場も華やかになりました。
前日からの準備や後かたずけにご協力いただいた皆様、
、ありがとうございました。
揃いのユニホームで
入場行進！
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藤村瑠璃子

住所／北上市更木 12-189
電話／ 0197-66-5161
営業時間／午前８時〜午後７時

地域に愛される藤村理容さんを紹介します
宮古市小国出身の店主、藤村瑠璃子さんは、遠野で見習いから修行を始
め、
昭和28年に理容師免許を取得。
旦那様
（藤村重孝さん）
の勤務地で理容店
に勤め、娘さんの小学校入学を機に昭和38年更木に現在の理容店を開業しまし
た。
来た当時は方言が出身の小国とは全然違い、
意味を理解できなくて困ったこと
がありました。
また、
更木に来て良かったことは、
「理容店を通して更木の方々を多
く知ることが出来た事です。
辛い事も色々ありましたが、
更木の方々に協力してい
ただいて今も仕事を続けております。
」
と語っておりました。
昭和52年には店舗を
改装し、
現在は娘の千幸さんと一緒に仕事をしております。
シャンプー・カット・シェービングセットで税込み3,300円と何年も価格を変えておりません。
良心的な価格でいつでも心良く対応してくれる藤村理容さんで、
イメージチェンジしてみませんか。

更木 石名畑部落の澤田昌治です。
私は、
平成17年に勤めていたプラスチックメーカーを退社し、
更
木の自宅に戻り水田1.2haで米作りにチャレンジしました。
トラク
ター、
田植え機、
コンバイン、
籾摺り機、
乾燥機と米作りに必要な機械
はすべて自宅にあったので取り組み易かったと思います。
勤めてい
た会社に
「自分で作った物は自分で売る」
という教訓がありまして、
自分で作ったお米は自分で売る決意をし販売を開始しました。
更木
のお米は美味しいとの評判と趣味のゴルフで知り合った人の紹介も
あって販売も拡大しております。
お客様は本当に舌の肥えている人
ばかりです。
味が落ちればク

澤田昌治さんと自慢のお米

レームが来ます。今年は、
2.7haでの13年目の米作りで、
土壌に米糠200kg/10aも入れ微生物に
よる土づくりに賭けました。
さらに美味しいお米を作る事がお客様の
ためと一人で奮闘中です。
●住

所：北上市更木16−57

参加者募集

切り絵教室開催
切り絵を体験してみませんか！集中できるので、頭の中を
からっぽにしストレスも解消できます。
◯期 日／7月17日
（月） 午前10時〜午前11時30分
◯場 所／更木地区交流センター
◯講 師／亀谷 直人氏
◯対象者／更木地区民どなたでも
◯定 員／先着10名
◯参加費／無料
◯申込み／7月10日
（月）
までに更木地区交流センターへ
電話
（☎66-2569）
※デザインナイフ、
カッターマット、
下絵等の材料はこちらで準備します。

●連絡先：090-8923-1584

市民と議会をつなぐ会開催
７月11日（火）午後７時から更木地区
交流センター和室で、市民と議会をつな
ぐ会が開催されます。今回は、公共交通
政策をテーマにワークショップ形式で意
見交換を行います。
当日は議員６名が皆さんの意見を聞き
ますので、多くの地区民の参加をお願い
します。

ともしび号巡回日程
巡回月日

駐車場所

7月 7日㈮ 八天の里

貸出時間
9：20〜9：40

7月12日㈬ 更木地区交流センター 13：55〜14：25

気になるお店紹介
vol.3

口コミで気になっていたお店を紹介します。
北上市二子町にある
「古民家cafeほっこり」
に行って来まし
た。
周りは田んぼや畑に囲まれており、
築130年以上の古民家
をほとんど手造りで3年かけて改装した趣のあるカフェです。
行った方々が口を揃えて
「ここに来ると昔の家に帰ったような
懐かしさを感じる」
と言っています。
自宅の畑で採れた野菜を
使用し、
添加物などはほとんど使用しない健康的なメニューで
す。
テーブル席にカウンター席、
ソファー席、
こたつ席もありま
す。
白いしっくいの壁、
古い時計に大きな梁、
古いタンス等に囲
まれているとつい長居をしてしまうほどゆったりとした気持
ちになります。
お子様連れのママたちが集まりやすい空間で、
若者にも人
気のお店です。
今度ぜひ行ってみてください。
きっと気に入ってくれるはずです。
営業時間／ 10：00〜16：00
定休日／毎週月曜日
住所／北上市二子町野田 43 TEL ／ 0197-72-7746

夏だ！寺子屋まつり
in さらき Vol.6

ミ
ュージック
ふぇすてぃばる
出演者大募集中！

期
場
内

7月のおもな行事予定

日／7月23日
（日）
所／北上市更木 永昌寺本堂内
容／午後1時〜 本堂内で座禅会
副住職 海野義範 講話
午後2時〜 境内にてミュージックふぇすてぃばる
（雨天の場合は本堂で行います）
※出演される方は協力金として500円いただきます。
参加費／座禅はどなた様も無料で参加できます
出演申込締切／7月10日
（月）
までに藤村にご連絡願います。
TEL・メールでの申し込み可
主催者／寺子屋の会 代表 海野義範（永昌寺副住職）
後 援／永昌寺護持会、更木小学校、更木幼稚園
連絡先／藤村（090-2602-8145）

1日㈯ 午後 6時 七夕ビアパーティー
8日㈯ 午後 6時30分
更木夏まつり 前夜祭
9日㈰ 午前10時 更木夏まつり
11日㈫ 午後 7時 市民と議会をつなぐ会
13日㈭ 午後 2時 更木区長会議
15日㈯ 午前 8時 地区対抗ペタンク大会
17日㈪ 午前10時 切り絵教室
23日㈰ 午前 8時 しらゆり塾移動教室

盛岡市立城西中学校の農業体験が行われました。
去る、
5月17日
（水）
盛岡市立城西中学校2年生112名が農業体験で北上市に来ま
した。
天候も前日の雨がうそのように晴れ、
絶好の農作業日和の中、
更木では18名
の生徒が臥牛の畑でレタスの苗植えを体験し、
苗箱から苗を取る係と植える係に
分かれ作業をしました。
また、
生徒たちが植えたレタスは、
サンドイッチの具材として北東北のコンビニ
で販売されることを聞き、
自分たちが植えたレタスが入ったサンドイッチを購入
して食べてみたいと言っていました。
お昼は交流センターで、11mのジャンボのり巻きを全員で作り、地域の方々が
作ったひっつみとフルーツも合わせおいしく頂きました。

