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肥田葉子 アコーディオンお楽しみライブ
〜〜映像と音楽と語り〜〜

人口：1,060人 −3人
男 503人 −2人
女 557人 −1人
世帯数：409世帯 ＋1

里山の四季―

ー

夏の暑いひとときを皆で楽しめるミニ・ライブを開催いたします。懐かしい映像などに触れながらくつろ
ぎの時間を楽しみましょう。コロナ対策を考え、ゆったりと座席をご用意いたします。午前・午後の2回開催の
ため予約受付を行います。夏の素敵な思い出に・・・。スタッフ一同ご来場心よりお待ちしております。
日

時

会
出

場
演

募集対象
募集人数
申し込み先

7月25日（土）
（入場無料）
午前の部 午前10時〜
午後の部 午後1時30分〜
更木地区交流センター
肥田葉子と仲間たち
ウッドベース 伊藤一平
更木地区の方
午前、午後の部 各30人
7月20日（月）までに
更木地区交流センターへ ☎66-2569

内 容
☆更木の懐かしの映像
☆北上の風景とオリジナルの音楽
☆更木にまつわる昔語り…堀中直美
☆今咲く野の花の話し…斎藤秋雄
☆アコーディオンとウッドベースの演奏
☆日本の懐かしい歌など

こぎん刺し教室開催

青森県・津軽地方の伝統工芸「こぎん刺し」。どことなく北欧の雰囲気漂
う素朴な味わいや、繊細で美しい幾何学模様など、様々な魅力に溢れたこ
ぎん刺しは、ひと針ひと針、ちくちく刺して仕上げる楽しさもあります。今回は
こぎん刺しの基本を教わります。
日
時
場
所
内
容
参 加 費
対
象
定
員
持 ち 物
申し込み先

7月18日(土)・8月8日(土)の2日間 午前10時〜正午
更木地区交流センター
1回目 コースター(12㎝四方)、2回目 ピンクッション(針刺し)
材料代1回目600円（針、
糸代含み） 2回目500円(2回目のみの方は600円)
更木地区民
各回10名
定規(20㎝〜30㎝)、糸切り鋏、老眼鏡(必要な方)、マスク
7月10日(金)までに更木地区交流センターへ ☎66-2569

いつものご飯がワンプレートでごちそうに!! おしゃれな盛り付けを覚え
ちゃおう(^^♪

日
時
場
所
内
容
対
象
定
員
参 加 費
持 ち 物
申し込み先

7月26日(日) 午前10時〜正午
状況により
更木地区交流センター
持ち帰りになる
ワンプレートランチ
場合があります。
更木地区小学生の親子
先着5組
1組1,500円(材料代)
エプロン、三角巾、手拭きタオル、持ち帰り用容器、
マスク
7月20日(月)までに更木地区交流センターへ ☎66-2569
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・夏野菜のさっぱり
ジュレサラダ
・チキンのパーティーグリル
・卵のファルシ
・簡単カレーピラフ
・ベリーソースの
ミルクプリン

北上市北部交流館が広々完成！
北工業団地に新工場設立に伴い、
北部勤労者屋内運動場が4月に北部交流館としてオープンし多くの皆様に利
用されております。
テニスコート、
フットサルコート、
ゲートボールコート各2面、
幼児用クライミングといった
屋内運動施設の他、
交流ルーム、
会議室も備え利用しやすい交流館となっています。
特にも人工芝の全天候型の
コートはオールシーズン快適に運動することができ
ます。このような運動施設は市内でも2〜3か所のみ
です。
平成大橋を渡ればすぐの場所にあり、是非、更木
地区の多くの皆様にもスポーツに、会議にご利用いた
だければと思います。
開館時間：9時〜21時
（休館日：月曜日、
年末年始12/28〜1/4）
※月曜日が祝祭日の場合は翌日
【問い合わせ先】
北部交流館 ☎66-6002

北上地区消防組合

新たな防災拠点誕生！

―北上消防署村崎野分署が落成―
北部三地区自治協議会連絡会でも念願の消防署が令和2年5月20日竣工しました。
5月22日に北部三地区の
方々、
関係者の皆様の出席のもと落成記念式が行われ開署となりました。
式では80名ほどが出席し髙橋市長の式
辞をはじめ、
工事経過報告、
祝舞、
テープカット等のセレモニーを行い完成を祝いました。
ご存じの通り、
北部地区は多くの工場が立地する北上工業団地を抱え、
住宅戸数も年々増加傾向にあり、
消防・防
災体制の充実強化が課題となっておりまし
た。
更木地区にとりましても安全・安心な地域
となるためには必要不可欠な施設であり誠
に喜ばしいことであります。
村崎野分署の開設によって地域のより一層
の強固な消防防災体制を確立し、
安心して暮ら
せる更木地区になることを願っております。

かれんな花が咲
いています
更木町振興協議会では、
コウホネ群生地に通じる
道路の草刈りを毎年3回行っております。
今年も環境美化への思いを
新たに、
地域づくり推進委員の部会の方や更木観桜会の方々の協力を
頂き、
5月21日(木)に１回目の草刈りを行いました。
コウホネは現在黄色い可憐な花がたくさん咲いております。
9月頃
まで楽しむことが出来ますので、
ぜひ見に来て下さい。
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Vol.6

臼井・更木ビオトープ公園
ホタル群生地
臼井・更木ビオトープ公園は更木地域の八天地区34地割地内に
あり、田園と山に囲まれた水路がゲンジボタルの群生地となってお
ります。6月下旬にはホタルの光が飛び交う幻想的な光景を観察す
ることが出来ます。毎年ホタル観賞会を開催し地域住民の楽しみ
のひとつとなっています。例年6月の下旬から7月上旬の間にホタ
ルを見ることが出来ますので、お近くにお越しの際は是非お立ち寄
りください。

公民館紹介
Vol.6

大竹公民館
大竹地域には県指定遺跡の大竹廃寺、
更木館跡、
菅原神社、
更木し
らゆり公園などがあります。
また、
童謡や童話、
民話などを執筆した
文学者の平野直氏が生まれ育った所でもあります。
大竹公民館は、
更木地区交流センターから東に約１kmに位置し、
周辺に集落があり
ます。
現在の公民館は、
昭和63年12月14日に新築完成し32年目となります。
以前は共
同精米所の2階で地区民が入りきれない状況で狭く不便を感じたこともあり、
昭和60
年から積立を行い地区民の多大なる協力を得て建てたもので、
ゲートボールが出来る広
場と建築面積176㎡
（53坪）
ステージ付きホール、
和室などがあります。
大竹公民館事業としては、
盆踊りの開催や大竹廃寺の草刈り、
更木地区交流センター
事業への協力として、
スポーツ大会をはじめ生涯学習事業などに参加しております。
そ
の他にふれあいディサービスの開催、
各種団体が利用しております。
このように地域住
民相互の連携と親睦を図り、
福祉、
生活環境、
防犯、
防災など生活の中で気軽に人々が集
うことが出来る場として使用されております。
これからも大いに使用し、大竹地区の活性化を図り、元気の出る地域づくりに
頑張って行きたいと思っております。
（大竹公民館長 小原 重雄）
更木にまつわる資料を探しています

「更木の歴史を学ぶ会」
では、
更木の歴史について調査を
進めております。
今年もご提供いただいている資料から
少しずつまとめたいと思っておりますが、
まだまだ資料
が不足しておりますので、
皆様からの更木地域に関わる
書籍や人物
（先人）
関係の資料及び写真等の提供にご協力
くださるようお願いいたします。
今後は収集した資料を基に調査し、
検討した内容につ
いて編集の上、
数年以内には更木史
（仮称）
を刊行できれ
ばと考えておりますので皆様からのご指導とご協力をお
願い申し上げます。
【問い合せ先】 更木地区交流センター ☎66-2569
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7月のおもな行事予定
1日㈬
5日㈰
7日㈫
11日㈯
16日㈭
18日㈯
25日㈯
26日㈰
26日㈰

午後 7時 更木地域計画策定委員会
午前10時 しらゆり塾開講式 講演会
午前 9時 地区民ウォーキング
午前 8時30分 地区対抗グラウンドゴルフ
午前 9時30分〜10時30分(受付）
子宮頸がん健診
午前10時 趣味の教室こぎん刺し
午前10時、午後1時30分
肥田葉子アコーディオンお楽しみライブ
午前 5時 更木地区県道草刈り(2回目)
午前10時 親子料理教室

31日㈮ 午前10時 夏休み体験教室

養蚕に新たな力

ー地域おこし協力隊ー

北上市地域おこし協力隊として将来の養蚕経営者プロジェクトの一員を目指
し、㈱更木ふるさと興社で4月から働いている髙橋愛衣さんを紹介します。
髙橋さんは埼玉県出身で養蚕の普及活動を行います。現在は毎日朝夕に4万頭の蚕
に桑の葉をあげる作業を行っているそうです。
「昭和の頃の養蚕のイメージで来たの
で、一日中休む間もなく忙しいのかと不安でしたが、実際に作業してみたら休憩時間
もありペース配分がわかってきました。皆さんに声をかけていただいて嬉しいです。言葉は
時々わからない時もあるけれど理解できます。すべてが新鮮で楽しいです。」と笑顔で話し
てくれました。将来は養蚕農家を目指しており、更木に畑を借りて生糸の生産、まゆ細工、蚕
の出荷など様々な方向性を模索中の高橋さんです。成功への第一歩として頑張って頂きた
いと思います。

焙煎 くわほうじ茶 新登場
㈱更木ふるさと興社では、
お茶専用の焙煎機を導入し更木桑茶シリー
ズの新商品として桑ほうじ茶を6月下旬より販売開始いたします。
桑茶
を丁寧に焙煎することにより、
桑茶のくさみを減らし香ばしいほうじ茶
に仕上げています。事前に関係者にアンケートを取り回答を頂いた結
果、
約8割の方が美味しいと好評でした。
興味のある方は、
当社に連絡し
ていただければ、
サンプル品をお渡しします。
50ｇ 600円（税別）

また、今年は新型コロナウイルスの影響で更木夏祭りが中止になり、

新茶の先行販売が無くなりましたが、
7月中旬を目途に更木桑茶の新茶を
「さらきの里ふれあいセンター」
などで
販売いたします。
新茶のシールが目印となります。
ぜひお買い求めください。

寺子屋まつり

Vol.9

坐禅＆ミュージックふぇすてぃばる
毎年恒例、寺子屋まつりの季節を迎えます。
今年は新型コロナ禍のため感染予防に万全を期
し、
例年より多少コンパクトにして開催いたしま
す。
が!!
「コロナなんか音楽でぶっとばせー!」と
いう方、大募集!!
日
場
内

時／7月25日（土）午後1時
所／北上市更木 永昌寺
容／午後1時〜 本堂内で坐禅会
坐禅会後、住職 海野義範 講話
午後1時30分〜(午後2時30分終了予定)
ミュージックふぇすてぃばる

定

員／坐禅は限定40名とさせていただきます。

（雨天の場合は本堂内にて）
※あらかじめお申し込み下さい。
永昌寺☎0197-66-4240

出演申込締め切／7月15日（水）まで

※電話での申し込み可

連絡先／藤村（090-2602-8145）
主 催／寺子屋の会 代表 海野義範（永昌寺 住職）
後 援／永昌寺護持会、更木小学校、更木幼稚園

更 木 に 伝 わ る 伝 説

天子沼（あまこぬま）

更木地区には多くの民話が伝わっていますが、現在も残ってい
る地名にかかわる話、
「天子沼」を紹介します。
（昭和15年編集、更
木小学校史より）
臥牛下山の北方1キロばかりの花巻に通じる道路の西側に観音
様の生地だと言われている天子沼という所があります。
風もなく静かに晴れわたった日には、沼の底から機を織る音が
聞こえていたということです。その機糸の原料は、今もこの沼の
周辺に群生するチガヤに似た草で、その穂につく綿花から作った
といわれています。観音様はいつもこの草の穂を紡いで、毎日昼
はここで機を織り、夜は観音様の観音堂に帰って泊まったという
ことです。今でもこの両地を結ぶ小道が残っており、臥牛観音七
不思議のひとつです。この天子沼の西側の山頂に馬を繋ぐことを
禁じている所があります。昔、島部落（花巻市）の村人が草を刈ろ
うとここへやってきて馬を繋いだところ、馬はヒヒーンといなな
き、転落して沼に入り、姿も見えなくなってしまいました。また、
ある男が薪をとろうとやって来て馬を繋いだところ、これもヒ
ヒーンと泣いて沼に転落し、姿を隠してしまいました。
こんなことがあって、
村人たちは大いに恐れ、
これは観音様の怒
りに触れたのだとして、ここに馬を繋ぐべからず と言い合い、
そ
れからは馬を引いて行く人は一人も無くなったといいます。
※明治29年の大地震で山崩れがあり、この沼も埋まってしま
い、現在はほとんど田となってその真中あたりの葦の生えている
ところに鳥居が立って、天子沼のあとを偲ばせていたところ新幹
線の開通に伴ってそれも無くなり、今はその鳥居がトンネル北出
口の東側にそっと立っています。
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