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世代間
交流会開催

町内の動き（対前月比）
人口：1,068人 −4人
男 505人 −2人
女 563人 −2人
世帯数：408世帯 ＋1

去る、1月15日（水）更木地区交流センターにおいて世代間交流会を行いました。
当日は9時に開会し地区内の幼児・児童をはじめおじいちゃん、おばあちゃんの
助けを借りながら餅つきを行い、ミズキだんごを飾りました。餅つきは杵が重くて
思うようにつけない子や、頑張って持ち上げて何回もついている頑張り屋さんも
みんなで
いました。ミズキ飾りを作った後は、おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん皆並ん
ミズキ飾りを
で11mののり巻きを作りました。中々良い出来栄えでした。
作ったよ!
お母さんやおばあちゃんたちがおもち料理を作ってお昼の準備をしている間
に、講師の金濱さんとウキウキゲームを楽しみました。おじいちゃんおばあちゃん
も一緒に参加してとても楽しい時間を過ごしました。お腹もすいたところで、昼食
には、皆で巻いたのり巻き、あんこ餅やきな粉餅、豚汁等をごちそうになりました。最後の感想発表では、
「地域の
おじいちゃんおばあちゃんと交流が出来てとても楽しかった」と話していました。参加してくれる子供たちの成長
を見ることが出来て、地域の方も喜んでいました。

異文化講演会を開催しました
去る、2月9日（日）更木地区交流センターにおいてペルー共
和国出身の小谷マルハさんを講師に迎えて、ペルーのお茶を
いただきながら、文化や生活についてお話を伺いました。
ペルー共和国の広さは日本の3.4倍あり地理的には海側、山側、
ジャングルの大きく3地域に分かれているそうです。マルハさんは海側の出身で
すが、山側に別荘がありそちらで暮らす時期もあったそうです。高層ビルが立ち
並び都市化が進んでおり、アンデス山脈の古都クスコは有名な観光地マチュピ
チュ遺跡への玄関口となっていて、首都リマは観光客がたくさん訪れる都市とい
うことです。また、ペルー共和国の食事や民族衣装の紹介などたくさんのことを
教えて頂きました。参加者から質問がたくさん出ましたが、丁寧に答えて頂きと
ても楽しい講演会となりました。
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第8回きたかみ地域教育力向上フォーラム
事例発表

〜世代間交流を通して未来へつなぐ〜

去る、
１月18日㈯第8回きたかみ地域教育力向上フォーラムが北上市文化
交流センターさくらホールで開催されました。
市民など約300人が来場し、
市
内３団体、
（二子小学校、
子ども食堂キッチンすまいるの会、
更木町振興協議
会）
の事例発表が行われました。
町振協では平野直志更木地区交流センター長
が、
「世代間交流を通して未来へつなぐ」
をテーマ
に説明を行い、
小学校と地区民の合同運動会のほか、
小正月行事の世代間交流会では子
ども達が高齢者の方々と餅つきやミズキ団子作りを楽しんでいる。
子供たちが敬老会
や文化祭などの行事で神楽や歌、
踊りを発表すると盛り上がることを強くアピールしま
した。
人口減少が最大の課題だが今後も子供から大人まで世代を超えたコミュニティ
づくりを推進し、
更木の魅力をPRしていきたいと締めくくりました。

ドッチビー大会
去る、
2月16日
（日）
に更木小学校体育館でドッチビー大会を行いました。
ドッ
チビーはドッチボールに似たスポーツで、
小さな子供から大人まで一緒に楽し
むことができます。
約120人が集まり、
北上市のスポーツ推進員の方がたに審
判をして頂きながら楽しく競技することが
できました。
子供たちはとてもすばしっこく、
元気いっぱいで、
大人たちを次々にアウトに
し歓声や笑い声が上がり、
楽しく競技する事
ができました。
競技の結果は優勝が2区、準優勝は7区、
3
位は1区と5区でした。

生活道路整備 〜まもなく開通〜

洪水・土砂災害
ハザードマップ説明会

2区の新渕さん宅前から駒込さん宅へ通じる中屋敷枝線道
路改良舗装工事の工期が令和元年10月8日から令和2年3月13
日で行われています。
業者は
（株）
スパット北上で幅員5m、
長さ
200mの舗装道路になり、
開通は3月13日以降の予定です。
とて
もきれいになり通りやすくなります。
来年度は堤防までの約170mの道路も舗装にな
る予定とのことです。
皆さん楽しみにしていてく
ださい。

2

近年異常気象による大雨、
洪水、
土砂災害などが
多発しており、
いつ、
どこで災害が起こるかわか
りません。
北上市では今までの
「洪水・土砂災害
ハザードマップ」
の見直しに伴い、
ハザードマッ
プの説明会を下記とおり開催します。

日

時：3月12日（木）
午後2時30分〜3時30分
場
所：更木地区交流センター
対
象：更木地区民
内
容：洪水・土砂災害ハザード
マップの説明
問合せ先：更木地区交流センター
電話66−2569
担当 事務長 千田惠一

更

木

地

区

★

景 観 資 産 紹 介
Vol.5

北上市景観資産

認定№77

平安時代の巨大寺院

大竹廃寺跡

大竹廃寺跡は、昭和54年に岩手県指定の史跡になっている貴
重な遺跡です。
北上市更木大竹地区の標高180mの山頂付近に建てられた、
平安時代後期の寺の跡で、礎石建物跡が確認されています。鉄製の釣り鐘
が出土し、現在、北上市立博物館に展示されています。国見山廃寺の付属寺
院ではないかともいわれています。北上川の東岸沿いでいくつも確認され
ている平安時代の寺院跡のひとつであり、当時のこの地方の仏教文化を考
えるうえで貴重な遺跡となっています。
当時の歴史の面影を残す景観であり、地区住民の刈り払いなどによって
良好な景観を保っています。

北上市景観資産

当国二十二観音札所

認定№99

臥牛寺・一天山願行寺

二十二番の札所として他地域からの参拝者も多い。歴史の面影を残す景
観であり、地域住民の活動により良好な景観を保っている。
本尊は勢至観音木造等身の立像にして円満を表現する極めて精巧な彫刻
である。大同二年慈覚大師の建立でその本尊の彫刻は大師が一夜で作られ
たと伝えられている。初めの堂舎は野火にあい、棟札は焼失した。今の堂舎
は再建したもので、
何年の建立かは明らかではない。
（更木誌より）
臥牛部落民の信仰が極めて厚く、陰暦の六月一日には「おみきあげ」を行
い、
臥牛地区住民が集り、
お餅、
お酒を供え神楽奉納を行っている。
秋まつり
は、
子供から大人まで参加し盛りあげており、
地域の良さが感じられます。

公民館紹介
Vol.5

山寺公民館
山寺公民館は更木で1番目か2番目に古く、
昭和30
年頃に建てられたと聞いています。
当時の公民館は15
畳ほどで狭く、
昭和51年に増築し現在の公民館となっ
ています。
また、
駐車場の遊具施設
（現在は撤去されて
いる）
を作るため、
昭和53年に演芸会を開催し建設資金の一部にしたと聞いています。
現在公民館では高齢者のふれデイ、
神楽の練習、
毎月26日の常会を行っています。
また、
盆の13日には山寺盆踊りを
開催しており、
帰省した家族も含め約100名以上が集まり大変賑やかな盆踊りとなっています。
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菅タキさん
100歳のお祝い
大竹地区の菅タキさんが、
1月13日に100歳
の誕生日を迎えられました。
北上市長から祝詞
とお祝いの品を頂き、
タキさんはとても喜んで
おられました。
また、
社会福祉協議会更木支部と
更木町振興協議会からも、
ささやかですがお祝
いをお届けしました。
タキさんは、
「新聞を読むのが一番の楽しみで
す。
ここまできたのは、
皆さんのおかげです。
皆
さんに感謝です。
」
と話していました。
息子さん娘
さん達に囲まれて、
嬉しそうなタキさんでした。

永昌寺からのお知らせ
来る、
4月18日、
19日に永昌寺の新命住職となる海野義
しんさんけっせいほうよう

範和尚の襲名披露である、
晋山結制法要が執り行われま
す。
およそ80名の和尚様をお招きし、
新たな住職の修行
儀式、
並びに永昌寺が開かれて400年にあたることから、
御開山歴代住職の報恩供養も執り行います。
18日には、
新たな弟子を迎え、
奥州市正法寺方丈様にお
釈迦様から伝わる教えを享受していただきます。
19日に
は、
新住職となるための最後の修行として、
数々の法語を
もんどう

唱え多くの和尚様と問答を交わします。
また、
最後には前
住職の檀信徒総供養を執り行います。
特に19日には沢山
の方々にご来場いただきたく思いますので、
お気軽にお
越しくださいますようご案内申し上げます。
18日 午後2時開始

19日 午前9時開始
しんさんしき

しんさんかいどう

・開山400年報恩供養会

・晋山式

・首座入寺式 ・本則行茶

・首座法戦式

しゅそにゅうじしき

ほんそくぎょうちゃ

・晋山開堂

しゅそほっせんしき

・檀信徒総供養

3月のおもな行事予定

春の寺子屋
今年の春の寺子屋テーマは、
「宮沢賢治を知る」
です。

水乞山散策と山猫軒訪問！
更木を臨む水乞山の散策と宮沢賢治の「注文の多い
レストラン」に出てくるレストラン「山猫軒」のモデルと
なったと言われる家を訪問したいと思います。
（予定）
日

時：3月22日（日） 午前10時

場

所：更木

永昌寺

集合

車で八天公民館へ→水乞山登山→山猫軒の家を訪問
→八天公民館にて昼食 （午後1時ごろ

解散）

雨天時は永昌寺で坐禅、
法話、
作法、
昼食です。
歩きやすく体温調節の
できる服装でおいでください。
リュックには鈴などを付けてきてくだ
さい。
お弁当を持参してください。

問い合わせ 永昌寺 海野義範
（うんのぎはん）
0197−66−4240
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1日㈰ 午前10時 お菓子づくり教室
4日㈬ 午後 6時30分
地域づくり講演会
5日㈭ 午前 9時30分
健康教室2回目
6日㈮ 午後 7時 第4回女性の会幹事会
11日㈬ 午後 6時30分
第6回更木地域計画策定委員会
12日㈭ 午後 2時30分
洪水・土砂災害ハザードマップ説明会
12日㈭ 午後 3時30分
更木区長会議

