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ふるさと

町内の動き（対前月比）

平成30年12月28日

更木だより

去る、
10月20日
（土）
21日
（日）
の2日間、
更木地区交流
センターを会場に更木地区文化祭が行われました。
今年は特別企画として故長根正樹氏の切り絵展を行
いました。
「毘沙門天の伝説」
が18点、
「おらわらしの頃の
暮らしから」
より18点が展示され、
遠方からもたくさん
の方々が見にいらっしゃいました。
20日
（土）
はお茶会、
産直市、
健康まつり、
バルーンアー
ト、
軽食とたくさんの企画が催され、
会場はたくさんの
人で賑わいました。
展示会場では幼稚園、
小学校、
中学
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人口：1,116人 −3人
男 527人 −2人
女 589人 −1人
世帯数：414世帯 0

校生徒の作品や地域の方々の作品が展示され、
写真、
生
花、
盆栽などがホールを華やかに彩りました。
また、
21日
（日）
には、
地域に伝わる郷土芸能や各行政
区の手踊りの発表の場として、
更木郷土芸能まつりが行
われ、
来場者350人を前に10団体の演舞が披露されま
した。
今年の特別出演は県内外で活躍中の岩手県立翔
南高校鬼剣舞部の公演で、
勇壮な演舞に来場者の皆さ
んの感動の拍手が会場内に響き渡っていました。

更木大竹
大神楽

4 区舞踊

ソイヤー

2 区舞踊
ダンシングヒーロー

翔南高校鬼剣舞部の
公演
早池峰岳流更木神楽

バルーンアート

お茶会

更木産直市

あづま海道ウォーキングを開催しました
11月9日
（金）更木地区内のあづま海道ウォーキングを行いました。北上
あづま海道歩く会では、平成27年に新日本歩く道紀行100選に認定され、
あづま海道の一部を選んで毎年ウォーキングを行っています。
今年はさらき
の里ふれあいセンターを出発し、大竹公民館を通り、大竹廃寺、臥牛観音ま
で歩き、その後コミュニティバスを利用し、さらきの里ふれあいセンター
まで戻るというコースで歩きました。当日はあいにくの小雨で、傘等が必要な時もありましたが、参加者23人
は山の景色を満喫しつつ、臥牛観音に到着すると雨に煙る臥牛の景色に感動していました。実は神社の参拝中
に雨が降ると神様が喜んで歓迎してい
る「禊（みそぎ）の雨」と言われて縁起が
良いのです。きっと、臥牛の二十二番
観音も皆さんの参拝を歓迎していたと
思います。
その後、
コミュニティバスに乗ってさ
らきの里ふれあいセンターへ戻り、
特別
ランチを楽しみました。

しらゆり塾 全日程修了!!
第4回しらゆり塾を、11月11日（日）
更木地区交流センターにおいて行いました。
講演会では臥牛在住の肥田葉子さんを講師に迎え、お
話しとアコーディオン演奏を楽しみました。肥田さんの
アコーディオンとの出会いから演奏活動を行うように
なった経緯、特にビアホールでの演奏活動のお話しは参
加者の笑いを誘っていました。
身近で聴くアコーディオンの音色に日本からヨー
ロッパへと音楽の旅へ誘われたとても楽しい時間でし
た。最後に閉講式を行い、全4回参加の7名の方に皆勤賞
を授与しました。今回はアコーディオンでのBGMも入
り特別な閉講式となりました。

美味しかったクリスマス料理
去る、
12月9日
（日）
に更木地区交流センターにおいて親子料理
教室を行いました。クリスマスに向けて家庭で簡単に作れる
メニューを野菜ソムリエの伊藤さゆりさんに教えていただき
ました。
更木で作った野菜をたくさん使ったミネストローネとパン
シチューを作りました。子ども達は野菜やソーセージを切った
り、パンの中身をくり抜いて器をつくりシチューを盛り付けて
いました。上手に出来た料理をお腹いっぱい食べて大満足の様
子でした。

さらき秋の収穫祭
アグリフレンドさらき主催の「さらき秋の収穫祭」を、
11月3日㈯さらき
の里ふれあいセンターで開催しました。
収穫祭の主なイベントは、
新米すくい取り、
もちの振る舞い、
芋の子汁の
振る舞い等がありました。
特別企画としては吹奏楽部全国大会出場の北上
北中学校吹奏楽部の演奏もありました。
当日は天候にも恵まれ快晴の中、
9時の開催と同時に大勢のお客様が来場
し、
特売品の野菜を購入していました。
午前と午後のイベントは長蛇の列で、
会場は大いに盛り上がりました。

気になるお店紹介

「ふなば亭」

vol.11

北上駅西口から大通りの1本左に入った道を歩いて7分。
素朴な料理を提供してくれる「ふなば亭」を紹介します。
「ふなば亭」は料理に臥牛とうふを提供しているとの情報をいただき、早速
行って来ました。ご夫婦で経営されており、朝、昼、夜と定食等を提供してい
ます。家庭的な料理が人気でサラリーマンの方が多く利用しているようで
す。メニューは地産地消にこだわり、地元の美味しいものを使用しているとのことでした。
この日は日替わりランチを注文。お魚の焼き物、小鉢には煮物、みそ汁、お新香、食後にコーヒーもついてい
ました。みそ汁には臥牛とうふが入っていました。その他のとうふ料理も臥牛とうふを使用しており、とても
好評とのことでした。
「ふなば亭」
は旦那さんも奥さんも気さくな方で話も弾みました。
夜
は宴会も受け賜っているということで忙しさが伺えます。
健康に気を
付け、
これからも美味しいものを提供していきたいと
思いを膨らませていました。

お客様と会話が弾む赤平さん夫妻

更木の
事業所

シリーズで紹介

臥牛とうふの冷やっこ

北上市若宮町 2 丁目 8-32 Tel：0197-63-3278
定休日／月曜日（日曜日は営業）
朝食タイム／ 6：30〜8：30 昼食タイム／11：00〜14：00
夕食、晩酌／17：30〜22：00

今回は、更木在住で北上市内に事務所を構え頑張っている
税理士の澤田幸伸さんを紹介します。

澤田幸伸税理士事務所
北上市黒沢尻一丁目12番1号 コウシンオフィスビル
TEL 0197-65-4103 FAX 0197-65-4105

平成9年税理士登録、勤務税理士を経て平成11年6月に黒沢尻に
事務所を開業。現在はスタッフ含め7名で仕事を行っています。
数字が好きでこの道に入りました。
仕事の内容は決算や確定申告、
相続税など、
経理や税金、
お金に関する疑問やお悩み相談に対応して
います。
税務申告だけが税理士の仕事ではありません。
身近な相談相手と
してお悩みを拝聴いたします。
「一人で悩んでも解決しない。
別の角度
からのアドバイスが欲しい」と思っているあなた。そんなあなたの
相談相手も税理士の仕事です。
是非、
事務所へお越しください。

〜福島県大熊町で餅つき大会交流〜
去る、
11月27日
（火）
福島県会津若松市に避難している大熊町の熊町小学校、
大野
小学校の餅つき大会に参加してきました。
もち米を提供して7年目となる今年は、
更木から5人が参加し交流を深めてきました。
また、
更木小学校の児童との交流も
あることから、
小学校田で収穫したお米をおみやげに持参しました。
私たちの他に、
NPO法人の方や8年間支援を続けている方と一緒に餅つきをし
て親交を深め、
美味しいお餅をいただいてきました。
子どもたちの笑顔に元気をも
らった1日になりました。
熊町・大野小学校の児童は、
現在18人に減少してい
るということです。
来年春には、
一部での避難指示解除
を予定する大熊町は、2022年には町内に学校再開を
検討しているということで、
少しずつ復興が進んでい
ることを感じました。

社会福祉協議会更木支部研修会
去る、
11月1日
（木）
宮古市田老の
「学ぶ防災」
で津波遺構のたろう観光ホテルや防
潮堤を見学してきました。
ガイドさんの案内で最初に防潮堤の上から今の街並みを
見ながら、
当時の状況などを説明していただきました。
避難路が整備されているに
も関わらず、
犠牲者が181人も出てしまった背景にはまさか防潮堤を超えて津波が
襲ってくるとは考えなかった防潮堤への過信などがあったのではと話していまし
たろう観光ホテル
た。
防潮堤見学の後、
震災遺構であるたろう観光ホテルの見学と、
6階まで上り津波
の映像を視聴し改めてその怖さを感じました。
ガイドさんは九死に一生を得たが知り合いの方達が多
く亡くなり、
自分に何かできたのではないかと悔やまれ
るとも話しておりました。
防災の設備が整っていたとして
も、
それに対する意識がなければ役に立たないという言
葉に、
参加された方々も防災に対する意識の向上の大切
さを考える機会になったと思います。

〜社会福祉協議会更木支部〜

ふれあい交流会開催
去る、
12月３日
（月）
高齢者世帯の方々を対象に
「渡
り温泉」
に行ってきました。
皆さんはこの日を楽しみにして
おり、温泉に着いてから入浴までの間にお茶を飲み、一足早いクリスマス
ケーキを食べて
「１年分のおしゃべりをしたなぁ」
と笑っておりました。
入浴の後は昼食会場に移動しておいしい食事をいただき、
お楽しみ福引き
ゲームやカラオケを楽しみました。
支部長とじゃんけんをして勝った人から
ひもを引いていき、
引き当てたプレゼントにみなさんニコニコしていました。
カラオケでは得意な曲を披露
してその歌に聞き入っている
方もいました。その後は部屋で
休んだり、買い物をしてゆっく
り過ごしました。

どんと焼き
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31年1月14日（月）
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
※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。

師走に入り、
何かと気せわしく感じられるこの頃です。
平成を振り返ってみると更木では、
更木ふるさと
興社での桑茶販売に始まり農事組合法人の立上げ、さらきの里ふれあいセンターオープン、平成大橋の
開通等大きな変化を歩んでまいりましたが、反面小子化、人口減少も進んでおり地域の課題でもありま
す。いま、北部工業団地では「東芝メモリ」が2020年の操業開始に向けて工事が進んでおり、平成大橋を挟んだ更木としても
これからどのように関わって行くのか来年は考える年になろうかと思います・・・それでは皆様、良いお年をお迎えください。
地域づくり推進委員会 千田喜美子
編集後記

