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町内の動き（対前月比）
人口：1,130人 −2人
男 535人

0

女 595人 −2人
世帯数：419 世帯 −1

平成 30 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27日に、今年で9回目となる更木小学校・更木地区合同
運動会が晴天のもと盛大に開催されました。
地区の玉入れ競技に先生チームも参戦し、子供たちの応援が
あったり一緒に玉を数えたり、学校と地区民が一体となって
とても楽しい運動会となりました。
新しい種目では、ラガーマンレースと称し、ラグビーボールを
蹴ってリレーする競技と綱引きは男女一緒の合同チームの
20人綱引きにしました。各競技とも熱戦が繰り広げられました。
結果 優勝 2 区、準優勝 4 区、3 位 1 区
4 位 6 区・7 区、6 位 3 区、7 位 5 区
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シリーズで紹介

塗装工事で頑張っています
遠藤

敬一（一級建築塗装技能士）

住所／北上市更木33-25-1
電話・FAX ／ 0197-66-4232

携帯／ 090-4047-1139

塗装業を経営している更木山寺の遠藤敬一です。更木の方々には大変お世
話になり感謝を申し上げます。
このたび交流センターから『ふるさと更木だより』に企業紹介の記事掲載
の依頼があり、大変嬉しく、恐縮に思っています。
平成6年に東京の塗装会社に勤め、平成15年に今までの経験を活かし起業を始めたいと事業所登録して個人事業
主となりました。設立当初は、一般住宅、貸家、店舗などの内外塗装工事でしたが、その後、昭和橋、更木幼稚園、
南中学校新築工事の内外塗装工事、市民プール、鬼の館、市立図書館、口
内地区交流センター、多目的催事場などの塗装工事に携わることが出来まし
た。現在は各地にある屯所と市営住宅と並行して、一般住宅や貸家の塗り替
えなど写真の仲間と協力して取り組んでいます。
これからの目標は、設備を充実させて建物以外の塗装にどんどん挑戦して
いきたいと考えています。
今回この掲載記念キャンペーンとして、問い合わせを頂いた方には粗品（先
着100名様）を進呈させていただきます。更木の皆さんに支えられながら一
生懸命頑張って参りますのでよろしくお願いいたします。
仕事仲間で楽しく過ごす敬一さん

ブルーベリー

みなさん、

摘み取りにいらしてください！

今回は更木山寺でブルーベリー園を営業している千田京悦さんを紹介します。
山寺ブルーベリー摘み取り園は7月中旬から開園します。
自宅入口のブルーベリー畑で、5年前から摘み取り園を行っています。畑の管理
については、北上地域ブルーベリーの会の皆様をはじめ、農楽工楽クラブ会員の
東北電力の皆さんのおかげで、今年も開園することができます。
500円玉くらい大粒で甘いチャンドラーをはじめ数種類のブルーベリーの摘み
取りが出来ます。
家のばあさんがみなさんが来るのを待っています。是非お越し下さい。
県道入口に
開 園／7月中旬から日曜日・水曜日に行います
看板が出ていたら
時 間／午前9時〜12 時、午後3時〜6時です
開園しています。
入園料／中学生以上800円 小学生以下500円
連絡先／北上市更木32-469 千田京悦 TEL／0197-66-4203

デコパージュボードを作って

暑い夏に時間をかけずに簡単にできるおもてなし料理

観葉植物を華やかに飾ってみませんか。

教室を開催します。
講師に千葉星子氏を迎えて行います
ので興味のある方
（男女問わず）
は是非ご参加ください。

日

時／7月14日（土）午前9時30分〜

場

所／更木地区交流センター

日

時／7月22日(日)

定

員／先着10名

場

所／更木地区交流センター

参加費／3,000円

講

師／千葉星子氏

持ち物／薄手の手袋、ハサミ、エプロン

定

員／先着12名

申込み／7月6日（金）までに更木地区交流センターへ

持ち物／エプロン、手拭き、三角巾

電話でお申込み下さい。
TEL66-2569

午前10時〜

参加費／1,200円

申込み／7月13日（金）までに更木地区交流センターへ
電話でお申込み下さい。TEL66-2569

気になるお店紹介
vol.8

北上市更木に昨年4月にオープンした「さらきの
里ふれあいセンター」の食堂を紹介します。更木の中
核施設として頑張っているさらきの里ふれあいセンター
には、昼食時間になると大型トラックや営業車などが並んでいて、地域
の方は勿論ですが他方からたくさんの方が来店しています。
「 いらっ
しゃいませ」の明るい声が飛び交う店内は雰囲気が良く、とても親切で
す。カウンターに並べられたお店の売りでもあるお替わり自由のライ
ス、みそ汁、サラダバーは働き盛りの
明るく元気な女性スタッフ
サラリーマンにはありがたいです。
メニューは毎日楽しめる日替わりランチ。更木桑茶を使用した蕎麦など
の麺類、定食、丼物、単品メニューやソフトクリーム、ドリンクなどが楽しめ
ます。店内はセルフサービスですが、対応できない方にはスタッフさんが
持ってきてくれるので、気軽にお願いしてみてくださいね。
経営している「（株）アグリフレンドさらき」代表の山口さんは「更木の憩
える場所としてお食事、喫茶などの環境を整えていきたい。」と地域を盛り
上げようとする意気込みが伺えました。
皆さん、是非「さらきの里ふれあいセンター」へ行ってみてください！
住所／岩手県北上市更木 16-99
電話／ 0197-71-3300

営業時間／ 11 時〜 15 時
FAX ／ 0197-66-2773

会場にあふれる笑い声 本牧亭更木口演
恒例となった健康づくり推進協議会主催の本牧亭更木口演は6月1日
（金）
午後7時から更木地区交流センターで開催されました。
今回で4度目
となる神田すずさんの講談。
続いて更木口演は初となる柳家三語楼さん。
お二人の軽妙な語り口に約50人の来場者は大笑いでした。
口演の後のお楽しみ抽選会もお二人にお手伝いいただき、
こちらも大変
盛り上がりました。
お二人にいただいたサイン色紙をセンター窓口に飾ってありますので
見て下さいね。

みんな集まれ！
日時／7月15日
（日） 午後6時〜
場所／さらきの里ふれあい
センター
会費／男性3,000円
女性2,000円
子供500円
（小学生以下）
問合せ先／更木地区交流センター
TEL 66-2569
主催／更木青壮年協議会

7月のおもな行事予定

日時／7月29日
（日） 午後1時
場所／永昌寺本堂内
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
＊出演される方は協力金として500円を頂きます

参加費／座禅はどなた様も無料
出演申込締切／7月17日
（火）
まで

※藤村まで
（TEL・メールでの申し込み可）

連絡先／藤村
（090-2602-8145）

7日㈯ 午後 6時30分
更木夏まつり 前夜祭
8日㈰ 午前10時 更木夏まつり
10日㈫ 午後 1時30分
地域福祉懇談会
12日㈭ 午後 2時 更木区長会議
14日㈯ 午前 9時30分 趣味の教室
15日㈰ 午前 7時30分
しらゆり塾移動教室
15日㈰ 午後 6時
さらきビアパーティー
21日㈯ 午前 8時30分
地区対抗ペタンク大会
22日㈰ 午前10時 料理教室

水無月6月の田んぼの稲は、成長、分茎するに従い、ますます青味を帯びてきた。まさに日本の田園風景、見慣れた地
元の季節感ある原風景に米を取り巻く情勢は大変厳しいものがあるにせよ、妙に安心感を覚える。それにも増して、
田んぼの畦畔や農道の雑草、スギナ、ヨモギ、フキ、イタドリ、オーチャドグラス、その他名前のわからない雑草は生育旺盛。最近は外来雑草
のヒメジョオン、オオキンケイキクの花が綺麗に咲き乱れ、のどかな山里に色彩と潤いがましてくる。しかし、農作物にとって雑草は厄介
者。害虫、鳥獣の生育場所でもあり、放置すると農作物はもとより、人家にも多かれ少なかれ迷惑をかける。よって我々地元に住む農家や地
元住民は草刈り機による刈り払いを行い、春から秋まで雑草との格闘に明け暮れる。そして刈り終えた畦畔を振り返ると植木屋さんが植
木に手入れをした後のようなさっぱり感にひたり、すがすがしさを感じるのは小生だけかな。
地域づくり推進委員会 中村 正宏
編集後記

