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町内の動き（対前月比）
人口：1,155人 −4人
男 544人 −2人
女 611人 −2人
世帯数：427世帯 −1

平成30年 更木地区新年交賀会開催
輝かしい新年を祝い、地域住民の親睦を図るとともに、
新しい年の抱負を語り合う会として更木地区新年交賀会を
下記のとおり開催いたします。
どなたでも参加出来ますのでぜひご参加ください。

・日 時／平成30年1月3日（水） 午後2時より
・場 所／更木地区交流センター

多目的ホール

・会 費／ 1,000 円
※参加希望者は、12 月22日（金）までに
各行政区長または更木地区交流センター
へお申し込み下さい。

電話 66-2569

世代間交流会開催 参加者募集
みんなでみずき団子を作ろう

更木地区交流センターでは、地域の子供から大人までの交流の場として世代間
交流会を開催します。みんなで餅つきをして小正月行事のみずき団子を作りま
しょう !! そのあとは長〜いのり巻を作ったり、楽しい遊びで体を動かしましょう。
日
場
内

時／1月12日(金) 午前9時〜午後1時頃まで
所／更木地区交流センター
容／餅つき、みずき団子作り、のり巻き作り、
楽しい遊びで交流
対 象／幼稚園児・小学生と保護者、地区のみなさん
申込み／1月5日(金)までに更木地区交流センターまで
お申込み下さい。
電話 66-2569

臥牛在住の小田島幸夫さんを紹介します。
幸夫さんは、
農事組合法人さらきのオペレーターをしておりますが、
自宅ではハウスト
マトや花卉類を栽培しております。
花卉は主にりんどうを栽培しており、
耐寒性多年草で、
寒さに強く花の色の鮮やかさが特徴の
「岩手乙女」
3,000鉢、
宮沢賢治の童話銀河鉄道の夜
では、
美しい星空として描かれている
「花巻銀河ブルー」
1,000鉢、
天気の良いときに限ら
ず、
曇天のときも綺麗な花色を楽しむことが出来る
「ももずきんちゃん」
1,000鉢の３品種です。
10月21、22日に行われた第19回JAいわて花巻農業まつりでは、4地域から組合員の方々が丹精込めて育
てた自慢の農産物が数多く出品され盛大に行われました。花卉部門では総出品数100点の中から、幸夫さん
が出品した「銀河ブルー」が優秀賞を受賞されました。
幸夫さんはりんどう栽培を始めて25年、奥様のハルさんと一緒に頑張っております。取材にお伺いした時
には「今の時期は作業もすべて終わり、見せられるものが何も無いんだよなあ」ととても残念がっておりまし
た。普段から穏やかで優しい幸夫さん、野菜も花卉も一生懸命育てているからこそ実績がついてくるのだと
思います。

あづま海道を歩く名所巡り 親子ウォーキング
〜マイナスイオンを感じながら歩いたひと時〜
去る、11月11日（日）更木名所巡り親子ウォーキングと題して子供7名、大人12
名の参加でウォーキングを楽しみました。
大竹公民館を出発し、大竹廃寺〜臥牛寺〜
臥牛豆腐工房〜臥牛担い手センターまでの約3㎞を歩きまし
た。時々小雨が降りましたが、気にすることなく元気に歩き
ました。各名所では平野センター長の説明に皆さん興味津々
で話を聞いていました。子供たちは初めての山道ウォーキン
グで「ヤッホー」と声をかけたり、歌を歌ったり楽しんでいま
した。
最後に臥牛豆腐がたっぷりの芋の子汁をいただき、子供た
ちはお代わりをするなどお腹いっぱい食べました。
2時間程の
ウォーキングでしたが、
とても充実した時間を過ごしました。

クリスマスキャンドルをつくろう
冬休み体験学習参加者募集
手作りのクリスマスキャンドルを
お家で楽しもう!!
日 時 12月25日(月)
午前10時〜11時30分
場 所 更木地区交流センター
参加費 100円(材料代)
持ち物 ガラスの空き瓶や陶器のカップなど2・3個
(ジャムや佃煮の空瓶80ml〜150ml)
申込み 12月18日(月)までに交流センターへ
お申込み下さい。
電話 66-2569

更木地区スキー教室
参加者募集
日 時 平成30年1月8日（月）
午前8時15分 交流センター集合
午後4時30分 交流センター到着予定
場 所 夏油高原スキー場 ☎65-9000
参加費 200円（バス代）
リフト代、昼食代は各自
対 象 小学生〜一般
定 員 40人
内 容 スキーのマナーと安全な滑り方。インスト
ラクターが丁寧に指導いたします。
申込み 12月21日(木)までに交流センターへ
お申込み下さい。
電話 66-2569

社会福祉協議会更木支部研修会
10月24日（火）、支部幹事とネット関係者21名で宮城県にあ
る日本盲導犬協会スマイルワン仙台に視察研修に行ってきま
した。ここは東北で唯一の盲導犬の訓練施設です。
全国では951頭、岩手では10頭が活躍しているそうです。盲
導犬を希望している方が大勢いますが、子犬を育てるパピー
ウォーカーが少なく、現在は奥州市で1家族が育てているそう
です。
盲導犬は段差のあるところや、犬が通り抜けられても人が通
れないところでは必ず止まり、ご主人が確認できるまで動かな
い事などを歩行デモンストレーションで見せていただきまし
た。又、目の見えない方への手引き歩行体験など普段目にする
ことのない体験や、説明を聞くことができ有意義な研修ができ
ました。

しらゆり塾講演会と閉講式
好評のうちに全講座を終了
11月18日㈯にフリーアナウンサーの後藤のり
子さんを講師にお迎えし、
「 自然体で生きる」を
テーマに講演会を行いました。32名の参加者は後
藤さんの放送業界の面白い話や体験談を交えての
お話に笑ったり、感心したりと楽しい時間を過ご
しました。
講演終了後、全
講座に参加された
方に粗品を差し上
げて閉講となりま
した。

もち米がつなぐ交流の輪

ハウスクリーニング頑張りました
社会福祉協議会更木支部では、
11月25日
（土）
に冬
季のハウスクリーニングを開催しました。
7世帯のご
協力をいただき、
小中高生70名を含む総勢83名の参
加で行いました。
朝から雪がちらつく中、
対象者のお宅で窓ふきや
外回りの掃除などを行いました。
子供たちが来ること
を楽しみにしていたお家の方との交流もあり、
寒いな
がらも笑顔で頑張っていました。
閉会式では「お家の人
に喜んでもらえて嬉しく
なった。
「地域でのつなが
」
りの大切さがわかった」
「寒かったけれどお家の
方の笑顔で頑張れた」な
どの感想がありました。

〜福島で餅つき大会

去る、11月28日（火）福島県大熊町立熊町・大野小学校主催の餅つき大会に参加
してきました。更木から6名（町振協4名、ふるさと興社・結っこ工房各1名）が参加
し、餅つきや交流会を通して親交を深めてきました。
餅つきは、地域住民とPTAが中心となって、子供たちと力を合わせてつていました。
また、
途中にくわちゃんが登場し、
子供たちと交流を深めまし
た。
地区民・PTA・教職員との交流会では、
5・6年生による大熊太
鼓の披露もあり和やかな交流会となりました。
大熊町では7回目の餅つきですが、更木は2回目からもち米の
提供と餅つき大会の参加で支援を行っています。更木小学校田
で収穫したお米は、例年宅配便で送っておりましたが今年は持
参しました。
現在の熊町・大野小学校の児童数は26名で震災当時約300名
いた時に比べ10分の1以下に減少していますが、餅つき大会が
継続する限り支援を行っていきたいと思っております。

気になるお店紹介

花巻市東和町の
「オーガニックカフェわっこ」
をご紹介し
ます。
このお店は臥牛在住の小原さん夫妻が2014年にオー
プンし、
今年で4年目を迎えられました。
オープン前からお世話になっていた農家さんのご縁で、
東和町の有
機農家さんの野菜や卵、
自家栽培の農産物を中心に使ったメニューになっており
ます。
調味料やお菓子の材料もできるだけ手作りや無添加にこだわり、
身体に優
しい味を心がけているそうです。
取材をしながらいただいたランチも、
有機野菜
をふんだんに使った料理でとても美味しくいただきました。
バースデーケーキやクリスマスケーキの注文予約も受けており、
卵や乳製品不使用のケーキやお菓子も対応で
きるそうです(要予約)ので、
ぜひお問い合わせください。
夕方からは店舗2階にて、
学習塾も開講しております。
講師１人に生徒2人までの少人
数制で、
小学生〜高校生まで指導致しております。
特に高校受験、
大学受験の生徒さん
が通っております。
体験コースもありますので、
ぜひお問い合わせください。

vol.6

カフェ営業時間／ 11:30 〜 15:30（15:00 ラストオーダー )
定休日／日曜日、祝日、第 1・3・5 月曜日
※カフェは冬季の営業は不定期営業となりますので、事前のご確認をお勧め致します。

住所／花巻市東和町土沢 8-231
TEL ／ 0198-29-6147( カフェ )

除夜の鐘をつきましょう

どんと焼き

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。
一突きは自分が打った鐘の音が響き
ます。
ご近所の方もその一突きの音を無意識のうちに聴いてます。
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。

小正月の伝統行事であるど
んと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。どんと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30年1月14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

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
用意しております。

協力／野沢地区無尽の会
今年の冬は寺子屋
初の写仏体験！
仏様の御姿を描いたり、
お寺のおそうじ、坐禅で、
心身を調えましょう★

日時／平成29年12月24日（日）

どなたでも
ご参加ください

●

10：00
10:30
11：00
12：00

坐禅
お話
写仏
昼食 お弁当持参
（みそ汁振る舞い）
13：00 作務（雑巾がけ）
13：30 お茶・解散
寺子屋の会

持ち物／お弁当、雑巾

●

海野 090-8856-8244

0198-29-6148( 学習塾 )

※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。

1月のおもな行事予定
3日㈬
4日㈭
7日㈰
8日㈪
11日㈭
12日㈮

午後
午前
午後
午前
午後
午前

2時
8時30分
1時
8時30分
2時
9時

更木地区新年交賀会
仕事始め
北上市成人式
更木地区スキー教室
更木区長会議
世代間交流会

年末年始の休館日のお知らせ
更木地区交流センターの施設は、
12月28日㈭から1月4日㈭まで休館となります。
施設利用の受付業務は1月4日㈭より行いますのでよろしくお願いします。

師走に入り朝晩の冷え込みには厳しいものがありますが、皆様には風邪などは大丈夫でしょうか？早いもの
で今年もカレンダー1枚を残すのみとなりました。
この一年も異常気象による各地の痛ましい自然災害、
さまざ
まな展開による社会、
政治情勢が走馬灯のように過ぎ去りました。
一年を通した
「ふるさと更木だより」
のご感想
はいかがだったでしょうか？これからも皆様のご意見を伺いながら地域づくり、
スポーツ、
生涯学習の各推進委員がさまざまな策を練りな
がら一生懸命ふるさとの情報を発信いたしますので、
今後とも
「ふるさと更木だより」
をよろしくお願い致します。
編集後記

地域づくり推進委員

工藤 三雄

