町内の動き

第 225 号

（対前月比）
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発行：更木町振興協議会
更木地区交流センター
電話/fax：66-2569
saraki-kc@chime.ocn.ne.jp

【日 時】
【場 所】

10 月 20 日(土)午前 10 時～午後４時
10 月 21 日(日)午前 10 時～午後３時 30 分
更木地区交流センター

10/20
特別企画
故長根正樹氏 切り絵展

10:00～16:00 ☆作品展示
☆健康まつり
10:00～14:00 ☆産直市
10:00～15:00 ☆お茶会
11:00～13:00 ☆利き酒大会
☆利きコーヒーチャレンジ
11:00～14:00 ☆軽食コーナー
☆バルーンアート

10:00～15:30 ☆作品展示 更木地区交流センター

20

10/

(土)

更木産直市開催
文化祭と同時開催！

10/21
(日)

更木郷土芸能まつり開催
● 午前 10 時 開会

食欲の秋！美味しい食材を
探しにきてください。

● 会場 更木小学校体育館

● 時間:10:00～14:00
● ところ:更木地区交流センター 駐車場

※産直市出店者募集
どなたでも出店できますのでお気軽
にお申し込みください
問合せ先 更木地区交流センター
66-2569

★招待団体

出演団体予定
🌺
🌺
🌺
🌺
🌺

北上翔南高校鬼剣舞部

更木幼稚園神楽
山寺新山神楽
早池峰岳流更木神楽
大竹大神楽
各地区舞踊

皆様のご来場を
お待ちしております。

問合せ先
更木地区交流センター 66-2569

デコパージュボードを作りましょう!
デコパージュは、手芸の一種で紙に描かれた絵を切り抜いてモチーフをつくり、家具など
に張付けて上からニスを塗って仕上げるものです。今回は鉢植え入れを作ります。
日 時 10 月 13 日(土)
午前９時 30 分～午前 11 時 30 分
場 所 更木地区交流センター
定 員 10 名
参加費 3,000 円
持ち物 ハサミ、手拭き
申込み 10 月５日(金)までに電話でお申込み下さい。
連絡先 更木地区交流センター
☎66-2569

更木地区民の芸術、文化活動の成果を展示し、芸術、文化に対する理解と関心を高めることを
目的として更木地区文化祭を開催します。
つきましては、地区民の皆さまより作品の出展を募集致します。
今回、募集要項と申込み用紙のプリントを配布いたしますのでよろしくお願いいたします。
たくさんのご応募をお待ちしています。

行事予定
小さいお子さんをお持ちの保護者の皆さん、
幼稚園、小学校の皆さん、一緒に観劇を楽しみ
ませんか。
たくさんの方の参加をお待ちしてます。
日 時

10 日(水)午後 ７時

第３回女性の会幹事会

11 日(木)午後 ２時

除雪説明会・更木区長会議

12 日(金)午後 ２時 30 分 幼児教室(人形劇)
13 日(土)午前 ９時 30 分 趣味の教室
（デコパージュボード作り）
20 日(土)午前 10 時～午後４時
更木地区文化祭

10 月 12 日（金）

21 日(日)午前 10 時～午後３時 30 分

午後２時３０分～
場 所

更木地区交流センター ホール

公 演

人形劇サークル「

」

更木地区文化祭
21 日(日)午前 10 時～午後２時
更木郷土芸能まつり

内 容 「ぐりとぐら」
27 日(土)午前 ９時

ゆり球根植え

28 日(日)午前 ９時

地区対抗バドミントン大会

お気に入りのクラフトバッグ完成
去る、８月 19 日(日)にエコクラフトバッグを作りました。
佐藤講師を迎えて 12 名の参加でそれぞれお気に入りの模様を選んで取掛りました。
先生から土台の作り方から組み方、紐の通し方、とじ方を教えていただきました。紐のねじれに注意しながら
皆さん時間内に素敵な作品に仕上がりました。

カラーサンドを楽しみました♡
去る、９月８日(土)しらゆり塾体験学習でカラーサンド作りを楽しみました。
藤村和子さんを講師に５人～６人のグループに分かれて始めました。グラスにいろんな色の砂を組み合わせて
模様を作って行き、観葉植物を植えて最後に飾りをつけて出来上がりました。参加者は夢中になって作り、とて
も楽しい時間を過ごしました。

平成 30 年度更木地区自主防災訓練
去る、９月１日(土)午前８時から特別養護老人ホーム八天の里を会場に103名の参加者で自主防災訓練を開催
しました。今年も昨年と同じく大雨による水害、土砂災害を想定して、高齢者等の避難訓練を行いました。
避難訓練は八天の里の職員の方々に、車イスからの車への乗り降り、ベッドへの移動及び寝かせ方、起こし方
を教えていただきました。

コウホネ観察地 環境整備
更木地域づくり推進委員会事業の守り育てるふるさと更木部会では、毎年３回のコウホネ観察地に通じる道
の草刈りを行っております。今年も更木観桜会の方々の協力を頂き、９月 19 日(水)に３回目の草刈りを終わる
ことが出来ました。
コウホネの花は６月から９月頃まで楽しむことが出来ますが、来年また可憐な花をたくさん観られるよう環
境美化への思いを新たにしました。

更木地区の特定健診は下記のとおり行います。忘れ
ずに受けましょう
臥牛地区で受診できなかった方は、交流センターで
受けるようにしましょう。
★ 期日 10 月 16 日(火)
★ 受付 午前９：30～11：00
更木１区～３区
午後１：30～３：00
更木４区～６区
場所 更木地区交流センター

2018 いわて北上マラソン大会
今年も北上マラソン大会が開催されます。
更木からも選手が出場します。地域の皆さんの応援を
よろしくお願い致します。

★ 期 日 10 月７日（日）
★ 更木地区通過予定時刻 ９：45～11：50
選手が通過の際は、県道の交通規制がありますので指示
に従って通行の協力をお願いします。

北上スポーツボランティアセンター登録メンバー募集のお知らせ！！
東京五輪やラグビーＷ杯の開催を控え、注目が高まっているスポーツボランティアは、地域貢献になるだけでな
く、自分自身も楽しんで行うことが出来る活動です。若者から高齢者までどなたでも大歓迎です。
募集内容をご覧頂き、ご自分の体力や希望にあったイベントに参加も可能です。
◎対象：高校生以上の個人、団体（中学生以下は保護者か学校教諭の同伴で参加可能）
◎登録後の流れ：ボランティアを募集している大会の情報が届き、参加したい活動に随時申し込んで頂く流れにな
ります。
（登録料は無料）
◎登録方法
・下記宛先までメール、FAX、電話のいずれかにご連絡頂ければ、登録用紙をお送りします。
【お問い合わせ先】北上スポーツボランティアセンター（通称：北ボラ）
〒024-0061 岩手県北上市大通り 1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ 3F
TEL/FAX：0197-72-5141 Mail: sportslinkkitakami@gmail.com
担当：深津、平野

