第 27 号

ふるさと

平成30年8月24日

更木だより

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：1,126人 −4人
男 531人 −4人
女 595人

0人

世帯数：417世帯

0

更木夏まつり盛大に開催
「更木夏まつり」は、7月８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。天候にも恵まれ、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ふれて
いました。今年で4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更木桑茶新茶まつりと
更木八天縄文まつりを同時開催したものです。

▲東京から来ました
ア ベイビーハーツです

▲元気よく、
さらきっこスマイルの皆さん

▲三浦わたるさんの歌声に大きな拍手

◀アコーディオン奏者
肥田葉子さん

▲沢目 スコップ三味線

▲勇壮な更木鹿踊
◀更木の女性たちの
踊りもにぎやか

▼キッチンカーも勢揃い！
美味しかったですよ
▲舞踊サークルYUKARI よさこいで会場をさらに熱く
流しソーメン▶
上手にすくえたかな

▲満員御礼 もちまき大会

更木産直市▶
甘酒、
キムチ、
野菜はいかがですか？

夏休み子供体験教室
工作教室（カラーサンド）
7月31日（火）32名の子供たちがカラーサンド
を作りました。色々な砂を組み合わせて自分で
模様を作って行き、竹串を使って模様に変化をつ
ける子もいました。
最後に植物を植えて、
一番上に
飾りをのせてそれぞれオリジナル溢れる作品にな
りました。
「楽しかった」と子供たちも充実した時
間を過ごせ
たようです。

英語教室
8月7日・8日の2日間にわたって英語教室を行
いました。
「Good morning」の挨拶から始まり、
「What your name?」
「My name is 〜」と英語
が飛び交いました。7日はゲームをしながら英語
に触れ、8日は工作をしながら英語を学習しまし
た。中には恥ずかしがって英語を声に出せない子
や、イントネーションもバッチリという子もいま
した。
2日間楽しく英語を学習しました。

料理教室を行いました
去る、
7月22日(日)に千葉星子さんを講師に迎え
て
「夏のおもてなし料理」
を教えていただきました。
全6品を時間内に仕上げて美味しく頂きました。
夏野菜をたっぷり使いボリュームがあっておもて
なしにもピッタリでした。参加者の皆さんはとて
も美味しかったので早速家で作って家族にも食べ
させたいと話していました。

中間報告

ツ大会
抗スポー

地区対

更木地区球技大会は、6月10日から始
まり、5競技が終わりました。各競技とも
ペタンク大会

熱戦が繰り広げられています。残り3競
技も、皆さん協力して頑張りましょう。
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競 技

8／15 ソフトテニス

更木の
事業所

シリーズで紹介

塗装業に頑張る
半田さんを紹介します

塗装業に従事している半田吉明さんは平成8年から塗装業を始め、建設業の
ハウスメーカー等の下請けの仕事を主に行っています。
北上から仙台へ行き、東北6県や福島、東京などを回って塗装の修業をしキャリアを
積んできました。現在は社員5人で仕事をしておりますが、震災後は山田町、大槌町、釜石、陸前高田等復興住
宅関係の仕事で長期間通ったそうです。
下塗りへのこだわりはハウスメーカーの工法から学んだそうです。どんな仕事でも一生懸命に行いお客様
からの信頼も厚い。それが毎日の忙しさに表れているのでしょう。
半田さんは北上市黒沢尻のご出身で更木に住んで15年になります。地域の防犯の連絡員として活躍さ
れ、更木火防祭では交通安全の係りとして参加。また、地区の
運動会には家族全員で参加するなど今では地域の方々から
頼られる存在なようです。
現場の仕事をしながら営業もする。妥協を許さない仕事への
意気込みは若い人たちの模範となり、これからますますの活躍
が楽しみです。
塗装に関するお問い合わせは次の通りです。
〒024-0103
電話

川村晃敏さん（1区）はキュウリ、ブルーベリー、とうもろこし、
水稲栽培等日々奮闘しております。キュウリは露地栽培、ハウス
栽培で11ａ、ブルーベリー7ａ、とうもろこし10ａ、水稲130ａ
を栽培しており、お父様に手伝っていただきながら朝から夜遅
くまで作業しております。主に(株)花果、産直あぜみち、アグリ
フレンド更木等に出荷しており野菜苗も販売しております。
作物は手をかけるほど正直に生育していくので収穫するのが
楽しいですという晃敏さん。
今後も現状維持で継続し、
天候に左右
されないよう対応し消費者の皆さんに喜んでもらえる野菜を
栽培していきたいと話しておりました。これからお店に並べら
れる晃敏さんの野菜が楽しみですね。
北上市更木13-36

川村

晃敏

半田吉明

0197-66-5149

日々奮闘中の川村晃敏さんを紹介

連絡先

北上市更木18-74

℡0197̶66-4221

9月のおもな行事予定
1日㈯ 午前 8時
更木地区自主防災訓練
8日㈯ 午前10時
しらゆり塾体験学習
9日㈰ 午前 6時 更木道路普請
13日㈭ 午後 2時 更木区長会議
15日㈯ 午前11時 更木地区敬老会
28日㈮ 午後 7時
更木町振興協議会
常任幹事会

敬老会のご案内
平成30年度の敬老会は、9月
15日
（土）午前11時より、更木小
学校体育館において開催致しま
す。是非ご参加ください。
お待ちし
ております。

気になるお店紹介
vol.9

自然派ワインと料理のお店ボンバル

北上の飲み屋街にあるおしゃれなたたずまいは高級感が
あり、戸惑いもありましたが、知り合いの紹介で入ることが
できました。窓を大きくとった空間は開放感があり、大都会
の一角にいるような気持になりました。
このお店では更木で作っているヤサイノイトウさんの有
機野菜が取り入れられているメニューがいろいろありま
す。その中の一つ茄子のミートグラタンをオーダーしまし
た。3種類の茄子が肉厚でトロ〜ンとしてミートソースと絶
妙にからみあいとっても美味しかったです。他に人気のあ
るチーズの盛り合わせ3種を注文しました。スライスされた
フランスパンと一緒に盛り付けされており、見ても、食べても幸せな気分になりました。
2015.11.18にオープンし3年目になるボンバルは、店長、料理長が自ら生産者農園に出向いて仕入れた
オーガニック食材の料理を出してくれます。
店長さんは「お客様がお金をだして食べに来ていただいてい
るので、きちんとしたものを出していきたい。美味しいものを
食べて幸せを感じ笑顔になってほしい。そしてまた来たいと
思って頂けるお店にしたい」と話しておりました。将来の夢は、
オーガニックを応援し生産者と消費者のつなぎ役となり、北上
をオーガニックの街にしていきたいとのことです。
野菜が人を繋ぎ、
心も体も健康でいられる街。
住み良さランキ
ング岩手県第1位の北上市は食でも１位になってほしいですね。
店長 菊池亮さん
㈳日本ソムリエ協会
認定ソムリエ

住 所／北上市諏訪町二丁目１番 27 号
TEL ／ 0197-72-7744
営業時間／ 18：00 〜 24：00

アンブロビル 2F
定休日／日曜日

ハウスクリーニング
去る、
8月2日
（木）
に夏季のハウスクリーニングを行いまし
た。
6世帯のご協力をいただき、
今回は109名の児童生徒を中心
に128名の参加で活動しました。
道路のゴミ拾いをしながら対
象となる方のお宅に伺い、
ガラス拭きや外回りの掃除、
草取りな
どのほかにお家の方との交流もしてきました。
終了式では、
「お家の方や違う学年の人たちとも
交流できて良かった」
「 喜んでもらえて嬉しかっ
た」
「きれいにできて良かった」などの感想発表が
ありました。
当日は30度を超える暑い中でしたが、
元気に活
動することができました。

全国的に高齢者社会といわれている。更木も例外なく少子高齢化地域である。幼稚園や小学校も子供
の数が減っている。人数が増えてほしいとは思っているが、悪いことだけではない。小学校と町民の合
同運動会や、郷土芸能の保存や地域を盛り上げるための祭りも開催されている。その中心になっているのが、世間一般に
言われている高齢者世代の方々である。住民が一つになり楽しんで、町外の人達にも更木を知っていただくためのPRも
行っている。そんな大人の奮闘を次の世代を担う人たちにも伝わっている。今は、元気な高齢者の人たちに甘えているだ
け・・・(*^-^*)
更木に住むことは、とても不便なところではありますが、駅や空港までは車で約20分圏内。大人も子供も元気な町。住ん
でみたいと思ったら一度来てみてほしい。住めば都、創意工夫のある町です。
地域づくり推進委員会 小原 文恵
編集後記

