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町内の動き（対前月比）

令和元年8月23日
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

人口：1,086人 −10人
男 512人 −7人
女 574人 −3人
世帯数：410世帯 −1

第 5回更木夏まつりが開催されました
去る、7月14日（日）更木夏まつりが開催されました。13日（土）には前夜祭が行われ両日とも天候に恵まれ、前夜祭会場
となった八天遺跡には月がかかり、夢あかりの中でのアコーディオン演奏とともに幻想的な世界に引きこまれました。
最後には打ち上げ花火やナイアガラで終了となりました。
夏まつりは、
さらきの里ふれあいセンターを会場に行いました。
来場者1,200名と昨年を大きく上回り大盛況で、
名物の
桑流しそうめんも約1時間で終了、
恒例のJA提供餅まきにも大勢の来場者がステージ前に集まり餅を拾っていました。
ステージでは郷土芸能、踊り、歌などがありアコーディオン演奏では、来場者も一緒に踊って
餅まきそーれっ！
楽しんでいました。
◀市長の挨拶

YUKARI＆AGEHA
のみなさん

こっちにちょうだい
◀橘和徳さん

北北中学校吹奏楽のみなさん

▲実行委員長の挨拶

▶肥田葉子さん

人気の桑ちゃん

夢あかりと神楽

ペンダント造り
お客様も一緒に
フォークダンス
土器造り

縄文体験

大盛況！
流しそうめん

趣味の教室

エコクラフト教室を開催しました

去る、7月29日(月)・30日(火)の2日間、交流センターでフクロウの
篭とパンバスケットを作りました。
フクロウの篭は上部の湾曲部と、くちばしや目の造作に苦労しな
がらきれいな仕上りになりました。また、パンバスケットは工程の
ポイントが何か所もあり、ずれないように真剣に組み時間内に完成
することができました。皆さん大変なことも笑いに変えて楽しく作業
をしていて出来上がりに満足しているようでした。
文化祭でのお披露目
が楽しみです。

夏休み子供体験教室
科学の教室
去る、
8月2日
（金）
交流センターで科学の教室を
行いました。奥州宇宙遊学館の中東先生を講師に
今年は雪の不思議について学習しました。雪はど
うやってできるのか。
どうして白いのか。
雪の結晶
についてなど、たくさんのことを教わりました。
残念ながら実際に雪の結晶を見ることはできな

英語の教室

かったのですが、今年の冬は雪をじっくり観察し
てみても良いですね。おうちの人も知らないこと
を教えてあげられると思います。

去る、
8月7日
（水）
・8日
（木）
の両日交流センター
で北上市国際交流協会代表の薄衣景子さんを講師
に英語の教室を行いました。
子供たちは初めのうちは緊張して、先生が英語
で話しかけても何も言えずに顔を眺めているだけ
でしたが、何度も話しかけているうちにだんだん
声が出て笑顔が見えてきました。先生の後につい
て大きな声で単語を話せるようになってくると映像
を見ながら一緒に体を動かし、英語でのゲームも
元気に楽しんでいました。

さらきの里が大勢のお客様で賑わう
更木町振興協議会 主催の
「更木産直市」
が、
8月11日
（日）
午前9時からさらきの
里ふれあいセンターにて開催されました！採れたて新鮮野菜、
しかも安くて美味
しいと評判で、
当日は開店前から行列が出来るほどの盛況振りでした。
年に3回ほどの開催ですが、
毎回ほぼ完売！今回も１時間半ほどで完売した
商品もあったそうです。
なす、
きゅうり、
ズッキーニ、
トマト、
玉ネギ、
カボチャ、
オクラ、
人参など安く売られており、
スーパーなどでは現在野菜の値段が高騰
しているので、
お客様にとって嬉しいですね。
スイカも大小さまざま沢山並ん
で、
飛ぶように売れていました。
花卉類なども売られていて、
季節を感じられるのも産直市のいいところです。
産直市に関わられた皆さま、
お疲れ様でした。
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景 観 資 産 紹 介

北上市景観資産

認定№83

コウホネ（河骨）群生地 さらき

Vol.3
更木地区にあるコウホネ群生地は、平成24年１月26日に
北上市景観資産に認定されました。世界の絶滅危惧種に指定
されているコウホネ(河骨)は6〜9月に咲くスイレン科の花。
山地の池沼や平地の川や池などに生息する水生。水中から
花茎を伸ばして5センチほどの黄色い花を1輪咲かせます。
更木のコウホネ群生地でも毎年5月中下旬頃から黄色で可憐な花を咲かせて
います。地域の方々の協力で周辺の刈り払いを行っており、良好な景観が保た
れております。ぜひ、見に来て下さい。

公民館紹介
Vol.3

舟渡生活改善センター
（舟渡公民館）

舟渡生活改善センター

地区民で花植え

今回は更木行政区3区にあたる、舟渡公民館を紹介します。
舟渡公民館はゴミ集積所より（矢印案内板あり）西南へ 150ｍ、
（藤巻先生
宅の裏）の場所に位置しております｡舟渡の世帯数が少ないため、各種行事に
参加する機会が少ないことが悩みです。しかし、クリーン作戦、花植え、火防
祭、運動会等々には住民「こぞって」笑顔で元気に協力いただいております。
特に運動会は一人 5、
6 種目は出ており、成績の良い種目が少なからず有りますので、慰労会は大いに盛り上が
ります。秋には「庭払い」を計画しているところです。住民にとって小学児童、中学生の登下校時の声がけ、挨拶
が何にも代えがたいな・・・・と思いながら平穏に生活している住民です。（舟渡公民館長

市民と議会をつなぐ会
去る、
7月24日
（水）
午後6時30分から交流センター和室に
おいて市民と議会をつなぐ会が開催されました。
議会からは
武田勝議員他5名、
更木地区民は12名が出席しました。
最初に議員から北上市の取り組みや議会の活動について説
明があり、
次に更木地区から定住化促進事業の取り組み状況を
報告しました。
その後2班に分かれ
「定住化促進への取り組み
の成果と課題」
をテーマにワークショップを行いました。
ワークショップでは
「評価でき
る点」
と
「改善点」
を出し合い誰が
何をすれば良いかなど参加者か
らは様々な意見が出ました。
最後
に各班の代表者が発表して終了
となりました。

佐藤謙次）

9月のおもな行事予定
1日㈰ 午前 7時 更木地区自主防災訓練
4日㈬ 午前10時 趣味の教室プリザーブド
フラワー
7日㈯ 午前 5時 県道草刈作業
9日㈪ 午前 6時 胃ガン、大腸ガン検診

（更木地区交流センター）

10日㈫ 午前 6時 胃ガン、大腸ガン検診

（山寺公民館）

12日㈭ 午後 2時 更木区長会議
14日㈯ 午前11時 更木地区敬老会
15日㈰ 午前 6時 更木地区道路普請・
クリーン作戦
20日㈮ 午後 1時 乳ガン、子宮ガン検診

（更木地区交流センター）

ふるさと興社10周年を迎える

＝新社長に福盛田氏＝

㈱更木ふるさと興社は、更木の皆様のおかげで10周年を迎えることが出来ました。更木
はかつて養蚕が盛んに行われていた地域で、その養蚕で使われていた桑の葉を活用し
地域の特産品にしたいという思いから出来た会社です。今では更木桑茶は県内各地で
販売されている人気商品になっております。平成30年に養蚕事業を立ち上げ岩手県内の
養蚕業の復活を目指しています。
10年間社長として会社を引っ張って来た前任の小原孝也が会長に、新社長に福盛田
洋幸が6月26日に就任しました。今後も桑を使い更木を
盛り上げていきたいと思いますのでご支援よろしく
お願い致します。

人気商品更木桑茶

新しく社長に就任した
福盛田 洋幸氏

ふるさと興社
養蚕
（繭づくり）

ハウスクリーニング☆プロジェクト
社会福祉協議会では、去る、8月１日(木)小中高生69
人を中心に関係者等85人でハウスクリーニングを行い
ました。
6軒のお宅に伺いお家の方とも交流しながら、窓ふき
や草取りなどをさせていただきました。朝から暑い
１日でしたが、子供たちは体調を崩す事もなく元気
いっぱい頑張っていました。参加した子供たちから
は「 家 の 方 に 喜 ん で い た だ き 自 分 も う れ し く な っ
た。」
「 地域のつながりの大事さを感じた。」などの感
想が聞かれました。ご協力いただいた皆様、ありがと
うございました。

福盛田巳三さん 100歳のお祝い
更木地区大竹の福盛田巳三さんが、8月7日に100歳の誕生日を迎え
られました。社会福祉協議会更木支部
と更木町振興協議会からお祝いの品
を贈呈いたしました。巳三さんはとて
もお元気で、しっかりとした口調でお
礼のことばをいただきました。奥様の
マヨさんと嬉しそうに二人で写真を
撮りました。

敬老会のご案内
来る、9月14日
（土）
午前11
時より更木小学校体育館に
於いて、
更木地区敬老会を開
催いたします。
みなさんのご参加をお待ちし
ております。

