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町内の動き（対前月比）
人口：1,169人 −1人
男 549人 −1人
女 620人

0人

世帯数：427世帯

更木夏まつり盛大に開催
ー幻想的な前夜祭ー
「更木夏まつり」は、7月9日(日)さらきの里ふれあ
いセンターで盛 大に行われ ました。炎 天下の中、郷
土芸能やステージライブ、コンサートなどが繰り広げ
られ、地区内外から訪れたお客様で会場は熱気であ
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ふれていました。

今年で3回目となる更木夏まつりは、地域の資源、特産品を活かし、魅力あ

更木小学校児童による
「さらきの里」
熱唱

る更木を、まつりを通して発信することで地域活性化を図りたいと第9回更
木桑茶新茶まつりと第11回更木八天縄文まつりを同時開催したものです。
また、前夜祭は前日の8日(土)、6時半から八天遺跡で行われ、夢灯りの
中、神事、神楽奉納が行われ、終わりには花火が打ち上げられました。更木
地区民からご協力をいただいた500個のキャ
ンドルに照らされた風景は幻想的
で温 かく癒された気持ちになりま

北上北中学校吹奏楽部の素晴らしい演奏

した。

会場いっぱいに振る舞った
JA いわて花巻提供による大もちまき大会

満席の観客

更木地区女性の
皆さんによる
「八天縄文音頭」

毎年人気！流し桑そうめん

奥野ひかるライブ

山寺新山神楽

0

室
教
験
体
み
楽し かっ た 夏休
更木地区交流センターでは、生涯学習事業の家庭教育学級として夏休み体験教室を行って
おります。今年は科学の教室と英語教室を行いました。
★8月4日(金)科学の教室で27名の児童が空気について学びました。
空気砲でペットボトルを倒したり、ドライヤーを使って風船を回
したり、風船の輪をくぐったりと楽しい時間を過ごしました。

★8月7・8・9日の3日間は英語教室で20名の児童がゲームをしな
がら英語を学びました。自己紹介の仕方、フルーツや野菜の
発音、ビンゴゲームや釣り遊びで楽しく英語を話しました。

間報告

大会中
対抗競技

地区

第36回更木地区文化祭
出展作品募集
今年も地区のみなさんの作品を
募集いたします。日頃から作って
いる作品を展示してみませんか。

8月までの地区対抗戦の結果です。7
区と2区が1点差で競っています。3位
以下もわずかの差ですので、後半の
競技を棄権が無いように頑張ってく
ださい。
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開催日時 10 月 21日 ( 土 )・22 日 ( 日 )
午前 10 時より
会 場 更木地区交流センター
応募要項 後日センターだよりで詳細
のお知らせと申込み用紙を
配布しますので、ご記入の
うえ申込みいただきますよ
うお願いいたします。

更木の
事業所

シリーズで紹介

臥牛とうふ工房
代表
住所

小原

孝也

北上市臥牛-11-33-1

電 話 0197-66-5809

今回は北上で地元の大豆を使用して豆腐を作っている「臥牛とうふ工房」を紹介
します。北上の中心地から北に13Km、花巻市と東和町に接する集落戸数45戸（現在）
の臥牛地区にあります。昭和49年に自治会が地域の活性化の為に臥牛とうふ工房を設立し、毎週水曜日と土
曜日の早朝午前2時〜7時まで作業をしています。
当初は、臥牛産の大豆を使用して作っていましたが、需要に対し原料の大豆が確保できなくなり、委託販売
のみだけを作る形で続けてきました。その後、転作に大豆の作付けが奨励され、平成12年に完成したJAの大
豆乾燥調整施設などで、原料の地元産大豆が安定供給されるようになったそうです。
主な出荷先は、JAの産地直売所「フレッシュパークあぜみち」
「さらきの里ふれあいセンター」に毎週水曜日
と土曜日の2回、学校給食センターからの注文にも応じ出荷しています。また、個人のお客様からも注文を頂
き、1回あたり150丁ほどを生産しています。今の段階ではこれ以上の出荷は難しいようです。
この臥牛豆腐は、大豆の風味が濃く滑らかさがあり、おからも絶品。さすがこだわっているだけの事はある
と思いました。お客様からは大変美味しいと評判で、
作っていても楽しいと言っておりました。
夏場は水も冷たく感じないため
楽ですが、冬場は凍るような冷たさ
で大変な作業です。そんな厳しい環
境にも負けず、冬場は麹や味噌づく
りも行っており、注文も受けている
ようです。
地 域 に 根 ざ し た「 臥 牛 と う ふ 工
房」をこれからも、もっともっと広
げていきたいものですね。

お米作りにがんばる

平野久美雄さんを紹介します。

平野久美雄さんは水田約10ha、小麦1.7ha、玉ねぎ10aをご夫婦で
耕作しています。
平野さんは平成元年、父親が亡くなった事により兼業農家となり、米
作りを行っておりましたが、高齢化により耕作出来なくなった近所の
方々から委託されるようになり、15年前に勤めを辞め、
担い手農業者とな
り現在にいたっております。
作業は4月の床土つくりから始まり、田植え、除草、病虫害対策等々、収穫までに
は細かい作業が沢山ありますが、奥様の美枝子さんと楽しそうに作業してお
り、
「暑い中仕事をするのが一番つらいけど、農繁期には息子たちも手伝いに来てくれるの
で助かっている」と話しておりました。
口コミで年間300kｇ程を発送しており、依頼があればどこへでも発送しているそうで
す。日々美味しいお米を作ろうと頑張っております。
平野さんの作ったお米を食べてみませんか？
連絡先 北上市更木 31-101 平野久美雄
0197-66-4212

気になるお店紹介
vol.4

今回は、
更木在住の工藤伸之さんが経営してい
る
「一平」
を紹介します。
北上市諏訪町の縄のれん
がカッコイイお店です！！

午後7時過ぎに行ったところ、
お客さんが少なかったのですが、
その後
どんどんと増えてほぼ満席状態になりました。

更木誌の増刷販売
について
平成21年6月に発行された
更木誌ですが、好評につき増刷

最初に頼んだお刺身の盛り合わせは、
宮古直送とあって新鮮でとって
も美味しい！！コハダが柔らかくて風味が良くとっても美味しかったで

販売することになりました。
一冊1,000円で販売いたしま
す。ご希望の方は9月11日（月）

す。
お通しも色々入ってボリューム満点でした。
巻物のユニークなメニューもあります。友人に勧められた「カッパ巻
き」
！普通のカッパ巻きをイメージしていたら、
千切りにしたきゅうりを
シャリで巻いています。
千切りになるだけでこんなに違うものでしょう
か！？すごく美味しかったです。
このカッパ巻きならまた食べたいと思い
ました。
他に
「なみだ巻」
というメニューもあり、
今度食べてみたいです。

までにお申し込み願います。
問合せ先

更木地区交流センター
電話 0197-66-2569
担当 千田 惠一

本当に美味しかったし、
安くて雰囲気も良いので超オススメです。
予約をしないと早い時間帯は、
すぐ満席になるとか…。
営業時間／ 17：00〜22：00（火・水・木）
17：00〜23：00（金・土）
17：00〜21：00（日）
定 休 日／ 月曜日
住
所／ 北上市諏訪町 2 丁目 5-2
TEL ／ 0197-63-2447

ハウスクリーニングプロジェクト
で交流
8 月 3 日（ 木 ）に 行 わ れ た ハ ウ ス ク リ ー ニ ン グ は 児 童 生 徒
104名、係員合わせて118名と大規模なハウスクリーニング
となりました。ご協力いただいた8軒のお宅に14〜16人でお
伺いし、ガラス拭きや家の周りの掃除などを行いました。お
家の方からは「お盆前に綺麗にしてくれてありがとう」など
声をかけていただいた事がうれしく、
終 了 後 の 発 表 で は「 お 家 の 方 と 話 が で
きて良かった、また参加
したい」
「綺麗になって
良かった」などの感想
が寄せられました。

9月のおもな行事予定
2日㈯
4日㈪
7日㈭
8日㈮
10日㈰
10日㈰
13日㈬
16日㈯

午前 8時
午前10時
午後 2時
午後 7時
午前 6時
午前10時
午後 7時
午前11時

更木地区自主防災訓練
料理教室
更木区長会議
本牧亭 更木口演
道路普請・クリーン作戦
マーブルアート教室
更木地区文化祭実行委員会
更木地区敬老会

敬老会のご案内
来る、9月16日
（土）午前11
時より、
更木小学校体育館にお
いて、
平成29年度更木地区敬
老会が開催されます。
是非ご参
加ください。
お待ちしております。

