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楽しかった
世代間交流会

町内の動き（対前月比）
人口：1,114人 −8人
男 524人 −4人
女 590人 −4人
世帯数：415世帯 0

去る、1月11日（金）更木地区交流センターで世代間交流会を行
いました。この交流会は小正月行事を通して、子供たちがおじい
ちゃん、
おばあちゃんと一緒に世代間の交流と伝統行事を継承し
ていくことを目的に行っています。
今年も64名の参加でミズキ団子飾りや12mの長いのり巻を作
り、
ゲームを一緒に楽しみました。
お昼には料理餅やのり巻とおばあ
ちゃんたちが作ってくれた豚汁をみんなで一緒に食べました。
最後
に
「餅つきが楽しかった」
「自分たちでついた餅は特別美味しかった」
など、
子供たちから感想を話してもらいました。

男の料理教室

包丁研ぎに挑戦しました

去る、2月10日（日）更木地区交流センターで男の
料理教室を行いました。
2区の佐藤辰一氏を講師に包丁の研ぎ方（中研ぎ、
仕上げ砥ぎ）
を教わりました。
「包丁の刃を25度から
30度ぐらいに立て砥石にあてて研いでいき、
反対側
は寝かせてめくれた刃を平らにするように研いでい
く」
と手本を見せてもらってから、
各自持参した包丁
を時々講師に確認しながら真剣に研いでいました。
研いだ包丁でお肉を切りチャーシューとトンカツを
作り試食をしました。自分で作った料理は格別だっ
たのではないでしょうか。

心も身体もリフレッシュ!!
厳しい寒さの中、身体が硬くなる時期に2月13日（水）、18日（月）の
両日に健康教室を開催しました。今回は、佐々木紀子氏を講師に迎え
て楊名時太極拳を教わりました。
最初に身体をほぐすように少しずつ手首や足などを動かしていき、
徐々に太極拳の型を取り入れながら進んでいきました。終わる頃に
は先生の動きを見ながら、流れるように連続した動き
ができました。
参加者の方は気持ちよく身体を動かし
て太極拳の良さを実感していました。
先生は「全部を覚えなくても一つでも生活の
中で取り入れることで気持ちが軽くなります。」
と話していました。
これを機会に続けてみませんか。

更木の
事業所

シリーズで紹介
TEL

信頼と安心、迅速な対応をモットーに

株式会社

0198-26-4557

福盛田自動車

〒025-0002 岩手県花巻市西宮野目13-108-39
FAX 0198-26-4558 営業時間 9:00-18:00

更木大竹在住の福盛田英昭さんは、
車が好きだったこともあり、
勤めていた
職場を退職し、
経験を積んで、
昭和61年、
花巻市西宮野目に自動車鈑金塗装工場
「福盛田鈑金」
を開業しました。
確かな技術でお客様からの信頼も厚く、
多くの
方々から注文を頂きながら、
約30年奥様と二人三脚で頑張ってきました。
平成29年1月に
「株式会社福盛田自動車」
と社名を変更し、
クルマ買取販売、
鈑金塗装、
車検修理など、
車のことならなんでも対応出来るお店として、
息子さ
ん2人、
従業員2人の計6人で頑張っております。
会社の経営はほとんど息子さんに任せており、
信頼と安心、
迅速な対応を心掛
け、
お客様の気持ちに合った作業方法をご提案し満足を得られています。
メール
やネットでのお礼のメッセージも多く、
奥様の信子さんは
「お客様に喜んで頂
くと、
嬉しく励みになります」
と笑顔で話してくださいました。
今では遠方からの
注文も多く、
秋田や北海道に納車する車両はピカピカに整備され並べられてお
りました。
お車で悩んでいる方はぜひ相談してみてはいかがでしょうか。
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景 観 資 産 紹 介

北上市景観資産
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八天五輪塔（宝篋印塔と板碑）

シリーズでご紹介します
北上市指定文化財として、
歴史の面影を残す景観となっています。
八天五輪塔は板碑と宝篋印塔が並んで建てられており、
駒込氏の先祖の墓
と伝えられています。
板碑は地上高142㎝、
中幅50㎝、
厚さ46㎝の自然石に
阿弥陀如来を表す
「キリーク」
の梵字が刻まれています。
書体は刷毛書き、
彫方は
薬研彫りです。
板碑は中世に流行した武士等の供養塔で、
石の表面
に本尊を表す梵字や施主、
供養年月日、
供養の内容等が刻まれてい
ます。
鎌倉時代頃から室町時代前期に盛んに造立されたものです。
北上市の景観資産として平成24年1月26日に認定されています。

ドッヂビー大会を開催しました
ニュースポーツを楽しもうと、
ドッヂビー大会を2月17日
（日）
に更木小学校体育館
にて行いました。
ドッヂビーとは、
ウレタン素材の円盤
（フリスビー）
を使ったドッヂボールに似た
スポーツです。
当たっても痛くないので、
大人から子供まで一緒に楽しめます。
各地区から参加した選手は、
準備運動とルールの説明を聞き、
軽く練習をしてから
試合に入りました。
子供達は、
素早い動きでフリスビーを投げたり、
両手でキャッチし
たり、
一生懸命走り回っていました。
歓声や笑いがあふれ、
楽しく試合をすることがで
きました。
スポーツを通して子どもと大人が触れ合う良い機会になったと思います。
優勝は大人のパワーと実力を発揮した4区チームでした。
（2位7区、3位1区・6区）
審判の皆さんの指導で試合もスムーズに進行しました。
ありがとうございました。

気になるお店紹介
vol.12

「せいぶ農産発 焼肉 DININGまるぎゅう」

今回は地元で育ったきたかみ牛を味わえるまるぎゅうさんに行っ
て来ました。
北上市北鬼柳のえづりこ古墳公園の隣に平成29年10月にオープンし、
牛舎風の作りが目を引く建物です。
まるぎゅうさんは、
農業生産法人 株式会社西部開発農産の直営焼き肉店です。
北上
が誇る最高品質のきたかみ牛をはじめとして米、
味噌、
野菜、
小麦等地元の食材を使っ
た料理を提供しております。
キムチとスープは、
更木でキムチ直売所を経営しているレッ
ドキムさんから仕入れ、
それをオリジナルにアレンジしてメニューにのせております。
早速冷麺をいただきました。
細麺で透き通ったスープに具が乗っており、
辛味は別に運ばれてきました。
スープは
さっぱりしていて飲みやすく、
辛味は好みで加えて食べました。
細麺は腰がありとても美味しかったです。
思い出す
とまた食べたくなります。
他には牛肉のにぎりをいただきました。
口に入れたとたんトロけるような食感で、
これが
「きたかみ牛」
と感動しました。
メニューも多く、
大石店長が和食のシェフ
だった経験を活かし、
焼肉だけではなく懐石料理や和食と洋食を組み合わ
せたこだわりの料理などがありました。
土日限定できたかみ牛の得々弁当も販売しているようです。
また、
牛筋カレーも近々メニューに加わるということなので楽しみですね。
是非、
まるぎゅう
予約・お問い合わせ先
さんに行ってみて
岩手県北上市北鬼柳 23-69-1 電話 0197-62-3077
ください。
営業時間／11：00〜14：00 17：00〜23：00
定休日／第3月曜日
（祝日の場合は翌日）

公民館紹介
Vol.1

今回から更木地区の公民館の
活動を紹介します。

上組公民館
上組公民館は更木の北に位置しており、花巻
市と隣接しております。
人口は約190名、61戸
です。地域の集会、交流、学習活動の拠点の場として幅広く利用いただいております。
公民館活動としては、年2回のクリーン作戦（ゴミ拾い）、地区対抗スポーツ大会参加や更木郷土芸能まつり
などに出演しています。スポーツ大会の野球やソフトテニス大会では毎年上位の成績です。また運動会の
綱引き競技では男女とも1位をとるなど上組のチームワークは更木ナンバー1と思っています。
上組振興会主催の納涼盆踊り大会では、屋台コーナーをはじめ最後に行う大抽選会では多彩な景品を揃え
ており、子供から大人までが楽しめるイベントとして毎年沢山の人たちで賑わっています。

コミュニティバス意見交換会が開催される
去る、2月7日（木）更木地区交流センター会議室において、コミュニティバス意見交換会が開催されました。
更木地区からは18人参加し、北上市都市計画課の職員2名を招いてコミュニティバスの運行経路等の変更に
ついての説明をしていただきました。バス停留所の新設及び移設については、停留所「永昌寺前」を新設すると
ともに、
「八天の里」を廃止し「下八天」を移設します。運行経路については、立花地区内を経由しないで、黒岩地
区の停留所「呉竹」から「黒沢尻二丁目」までの運行経路を変更すること、運行ダイヤの変更では資料での説明
となりました。
次に新型車両の導入について31年度中には小型ノンステップ車輌が導入されるとのことでした。昨年
度のコミュニティバス
意見交換会での意見を
取り入れたことを説明
し、参加者の方々も良
かったとほっとしてお
りました。

福祉だより第86号
ふれあいデイサービスの様子を紹介します。1月は各地区で
新年会が行われました。

1月10日
（木）
上組カタクリの会
たくさんのお楽しみ袋が
並べられ、カードとにら
めっこしながら
ビンゴゲームで
盛り上がりました。

1月15日
（火）
わかば会
アツアツの鍋焼きうどんをいただいて会話も弾みお腹も笑顔
もいっぱいになりました。

3月のおもな行事予定
3日㈰ 午前10時
八天遺跡講演会及び
意見交換会
3日㈰ 午後 2時 異文化講演会
7日㈭ 午後 2時 更木区長会議
8日㈮ 午後 2時 医療・福祉の講演会
24日㈰ 午後 2時
更木町振興協議会幹事会

医療・福祉の講演会参加者募集
〜幸せに歳を重ねるための心づもり勉強会〜
誰にでも訪れる老い・病気・障がいとともに
暮らす時期を迎えても
「自分らしく生きるため
の心づもり」ができるように、医療と福祉の
専門職の方を迎えての講演会を行います。
また、幸せに年を重ねるための心づもり
ノート「わたしのきぼうノート」の活用法も
学びます。

日時／平成31年3月8日（金）
午後2時〜午後4時（予定）
場所／更木地区交流センター
講師／岩手県立中部病院 緩和ケア科医
師
星野 彰 氏
対象／更木地区民
主催／社会福祉協議会更木支部
※3月1日㈮までに社会福祉協議会更木支部71-3730、
又は更木地区交流センター66-2569にお申込み下さい。

