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町内の動き
（対前月比）
人 口：1,064 人 －3
男 ： 503 人 －2
女 ： 561 人 －1
世帯数： 410 世帯 ＋２

S

令和２年度更木町振興協議会総会が開催されました
令和２年度更木町振興協議会の代議員総会が、４月 11 日（土）更木地区交流センターにおいて出席者 48 名で
開催されました。今回の総会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため出席者の間隔を開け、時間を短縮し懇親
会は中止とさせていただきました。
提出議案の令和元年度事業報告及び収支決算、令和２年度事業計画及び収支予算はすべて議案のとおり全会一
致で可決され、議案第３号の役員改選で新役員は次の方々が承認されました。
会長：齊藤昭平（再任）/副会長：平野直志（新任）
、千田喜美子（再任）
、川村惠壽（新センター長）
監事：千田源一（再任）
、駒込利昭（再任）
、福盛田眞志（新任）

～ 就任のあいさつ ～
この度、４月１日から交流センター長を拝命しました川村惠壽と申します。
平野直志前センター長は長年にわたり多くの実績を積み上げ、地区民の要望や意見を吸い上げながら更木地区
の発展に多大な足跡を残し貢献されましたことに、先ずは敬意と感謝を申し上げるところです。その意志を受け
継ぎながら、大変微力ではありますが職員とともに一生懸命務めてまいる所存です。
更木地区は豊かな自然環境に恵まれた地域であり、先人の方々が代々築き上げてきた多くの財産が沢山ありま
す。地域が一つになって行われる行事一つ一つの成功の裏には、人の優しさや他を思いやる心での近隣への気遣い
など、昔から受け継がれてきた心の持ち方「結いの精神や絆の深さ」が脈々と息づいている更木地区であるからこ
そと思われます。ここ数年は少子高齢化による人口減少に歯止めがかからない現実や、空き家が増え続けているな
ど、課題が多い地域でもあります。
令和３年度からスタートする北上市総合計画に基づく更木地域計画の策定も大詰めを迎え、新たな地域振興の発
展が望まれるところです。更木地域の良さや課題を地区民が共有しながら、諸先輩方が築かれてきた失ってはなら
ない部分と、これからを背負って立つ若人の考えを取り入れながら、更に住み良い更木にしたいものです。そのた
めにも若い世代の考えや発想をセンターに寄せていただき、未来ある明るい更木を築くために少しでも実現出来ま
すように皆様とともに邁進したいと思っております。
地区民のご期待に添えるよう頑張って参る所存ですので、皆様の温かいご指導ご支援、そしてご協力を賜ります
ようお願い申し上げ新任の挨拶といたします。
新年度の職員体制は次のとおりです。よろしくお願いいたします。
事務長：千田惠一 /地域づくり推進員：青木葉子、小原一枝 /生涯学習推進委員：千田浩美、千田聡子

生涯学習推進委員会 事業計画
☆生涯学習推進方針
住民の学習ニーズに合った学習機会を提供し、健康で豊かな生活と生きがいのある人生を送るための仲間づく
りと学習を推進します。
♦委員長 小原 靖市氏（臥牛公民館長）
♦副委員長 山口 典男氏（上組公民館長）
事業内容
１．多様な学級・講座等の開設
①しらゆり塾

・4回開講 ６月、９月、10月、２月

②趣味の講座

・菊づくり教室4月～10月他２教室

③健康教室

・地区民ウォーキング ・健康教室

④料理教室

・お菓子づくり教室 ・料理教室

⑤講演会

・異文化講演会 ・医療講演会

２．子育て等家庭教育の充実
①幼児学級

・神楽の伝承 ・幼児教室

②家庭教育学級 ・体験教室・英語教室・世代間交流等
③自然体験学級 ・ふるさと体験学習 ・ホタル観賞会等
３．学習情報提供や相談の充実・発表の場の提供
①センターだよりの発行
②文化祭の開催 10月17日(土)・18日（日）
③自治公民館研修
４．関係機関団体との協力、支援
①更木地区敬老会開催支援
②郷土芸能まつり開催支援
③女性の会幹事会開催協力
④歴史を学ぶ会支援

推進員
中組公民館長
六日市研修館長
舟渡公民館長
４区公民館長
八天公民館長
山寺公民館長
大竹公民館長
民生児童委員代表
老人クラブ代表
青壮年協議会代表
北上北中学校長
更木小学校長
更木幼稚園長
北北中 PTA 会表
更木小 PTA 会長
更木幼保護者会長
学童保育所代表
女性の会１区幹事
女性の会２区幹事
女性の会３区幹事
女性の会４区幹事
女性の会５区幹事
女性の会６区幹事
女性の会７区幹事

(敬称略)
下屋敷晴彦
佐藤 辰一
佐藤 謙次
駒込 隆男
藤本 善幸
千田 惠一
小原 重雄
菅
孝志
福盛田眞志
小田島 剛
高橋
亨
瀧澤まゆみ
佐々木千栄子
海野 義範
藤村 洋行
川村 秀寿
平野優美子
白藤 康子
菅
智子
齋藤あさ子
千田美智子
藤本トシ子
小原 紀子
澤田まゆみ

新型コロナウイルス感染症対策及びゴールデンウイークに向けた一層の警戒について
北上市では緊急事態宣言に伴い市営施設利用が４月 22 日（水）から制限されます。つきましては、交流センター
の貸館は地区内の方に限定します。また、イベントや会議は原則として中止・延期するなど自粛することとし、やむを
得ず開催する場合は密閉・密集・密接の３密を避けるなどの配慮をお願いするとともに、下記のことについての徹
底を改めてお願いいたします。
・来県・帰省された方の２週間の外出自粛
・県境をまたいでの往来自粛
・密閉・密集・密接の回避
・マスクの着用、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策
・繁華街の接待を伴う飲食店の利用自粛

７月 18 日（土）、19 日（日）に開催を予定しておりました

北上市体育協会より
【第 30 回北上市民体育大会開催中止のお知らせ】

「更木夏まつり」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、市民の

ため、開催を中止することしました。皆様にはご理解の

安全を考慮し、開催を中止することになりましたことを

程よろしくお願いいたします。

お知らせいたします。

【更木町振興協議会よりお知らせ】

よろしくお願いいたします。

✿ 使用日の２か月前から前日迄に申請してください。
（受付時間：平日午前９時から午後５時まで）
✿ 使用時間は午前９時から午後 10 時までです。
✿ 使用後は掃除をして、机や椅子など備品を使用した際は必ず元の位置に戻して下さい。
✿ 使用後は使用日誌に必ず記入し使用した備品も記入して下さい
✿ 消灯、戸締りをお願いします。
✿ ゴミ等は必ず持ち帰る様にお願い致します。
✿ 休日や夜間に使用する場合は、鍵管理者から鍵を借りて下さい。
みんなで使う場所です。次の人が気持ち良く使えるように皆さんのご協力をお願いします。
鍵管理者：千田賢一さん宅

☎ 66-2623（大橋商店）

問合せ先：更木地区交流センター ☎ 66-2569

５月の主な行事予定
７日（木） 午後２時

更木区長会議

22日（金） 午前８時30分

特定検診 結核・肺がん検診

31日（日） 午前８時30分

更木小学校・地区合同運動会

交流センターの
喫煙場所が
変わりました

※ 新型コロナウイルス感染症の
影響に伴い、変更になる場合
があります

4 月より受動喫煙の防止を図る為に
館内禁煙となります。
これに伴い喫煙場所が入り口の西側にな

特 定 検 診 の お 知 ら せ
「年に一度の健康確認」特定検診で生活習慣病を
予防しましょう！
５月22日(金)

受付 ９:30～更木地区交流センター

６月 ８日(月)

受付 13：30～臥牛農業担い手センター

ります。ご協力お願いします。
事務所

ホール

学童

玄関

※ 新型コロナウイルス感染症の
影響に伴い、日程が変更になる
場合があります

写真掲載のお願い
更木地区交流センター事業や社会福祉協議会更木支部事業で撮影した写真は、センターだよりなどで使用させて
いただくことがありますのでご了承いただきますようお願いいたします。

令和 2 年度社会福祉協議会更木支部代議員会が開催されました
去る、4 月 11 日（土）に更木地区交流センターにおいて更木支部代議員会が開催されました。令和元年度の事業
報告及び収支決算、令和 2 年度の事業計画及び収支予算案について審議され、全会一致で承認されました。
今年度も皆様のご協力をいただきながら、ふれあいデイサービスをはじめいろいろな事業を通じて安心して暮ら
せる地域福祉の向上を目指していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

5 月に予定しておりました「ふれあいデイサービス」は
コロナウィルス感染拡大防止のため全て中止となりました
～新型コロナ感染症には、基本的な感染予防が有効です～
〇こまめに手を洗う

〇咳がでる人はマスクをつける

〇よく眠りバランスよく食べる

〇適度に身体を動かす

元気にあいさつ！ 元気に登校！

北上市社会福祉協議会更木支部では、4 月 9 日～14 日まで、PTＡの方々や
地域の皆様のご協力をいただいて、全国交通安全運動に合わせてあいさつ運
動の立哨活動を実施しました。ピカピカのランドセルを背負った１年生も、
お兄さんお姉さん達と一緒に元気にあいさつしてくれました。
あいさつ運動は 5 月 8 日までですので、地域の皆様もお声がけよろしくお
願いいたします。

