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第 回 更木桑茶新茶まつり
第 回 更木八天縄文まつり
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女 533人

世帯数：411世帯 +1
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神事
神楽奉納

男 487人 −1人

第６回

更木だより

人口：1,020人 −1人
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さらきの里
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ところ

キッチンカーが勢揃い！
焼きそば・クレープ・唐揚げ 他もりだくさん！

ステージプログラム
10：00
10：15

開会
更木幼稚園 子供神楽
早池峰岳流更木神楽
（下舞・権現舞）

11：10 飛勢太鼓
11：50 縄文音頭・桑茶音頭
12：00 南部流成島鹿踊り

更木夏まつり 養蚕体験会
日時／ 7 月 16 日、17 日 1回目11時〜 2回目13 時〜
会場／更木ふるさと興社
体験内容／・蚕の餌やり体験 ・蚕の説明
・クイズ大会
※参加希望の方は、当日会場に集合願います。
※駐車場はまつり指定駐車場をご利用ください。

会場
テント

体験コーナー
縄文展示・縄文工作

12：30 舞踊サークルYUKARI
（出演者）
YUKARI
津軽三味線奏者 多田匡山
YOSAKOI 幻夢伝
コムオンレコード 鷹司よ悦

13：10 肥田葉子

（アコーディオンライブ）

13：45
14：00

餅まき
閉会

舞踊サークル
YUKARI

肥田葉子
アコーディオンライブ

４区5連覇 地区対抗バドミントン大会
令和4年度のスポーツ事業が6月12日㈰バドミントン大会を
皮切りにスタートしました。更木小学校体育館で行われたバドミン
トン大会は、１試合ごとに換気を行い、ラケットや手指の消毒を
しながら行いました。強烈なスマッシュを見事なスライディング
で受ける選手もいて、熱い戦いが繰り広げられました。
決勝戦は 6 区対 4 区で行われ、結果は、優勝 4 区、準優勝 6 区、
3 位は 2 区、7 区でした。

〜朗読でリラックス〜
去る、5 月 27 日 ( 金 )「さらきカフェ」を開催しました。
空き家を利用して地域住民のコミュニケーションの場を設けよう
と、今回 2 回目の開催となりました。
今回は、福地千恵子さんに朗読を披露していただきました。朗読
は中々聞く機会がなく、皆さんとても心地よく聞いておりました。
音読の声の強弱や感情のこもった声は、情景が頭の中に浮かび、
個人個人それぞれの世界に引き込まれたのではないでしょうか。
なごやかな会話も交えながら、和気あいあいとした雰囲気の中、
「午後のお話会（朗読）」は、参加者の皆さんから大好評でした。
開催にあたっては毎回準備を手伝ってくださった関係者の方々に
心から感謝申し上げます。

北上市民体育大会陸上の部
100m走、走り幅跳びに出場
去る、5月29日
（日）
に第32回市民体育大会の陸上競技が開催され、
更木からは7区の小原秀人さんが100ｍ走と走り幅跳びに出場しました。
100ｍ走は惜しくも4位となりましたが、強い風が吹く肌寒い中
健闘し、走り幅跳びは 5ｍ51cm を跳んで見事 3 位に輝きました。
来年度はより多くの方々の出場を期待しております。
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更 木 に 伝 わ る 伝 説

「権現渕」
更木地区臥牛から、
花巻市島の長志田に越える道の途中に手出し峠という所がありますが、
この峠の下に、
餅の沢館と呼ばれる城跡があって、
その近くにある権現渕にまつわる話です。
むかし、
ここに和賀氏16代目の城主の多田民部少輔義明の命によって、
餅沢郷部と言う人が住んでいまし
た。
その家来の一人に、
泳ぎの達者な男がいました。
ある日、
城勤めをする仲間の一人が、
「猿ヶ石川の権現渕
と、
北上川の牛繰渕は繋がって居ると聞くが、
お主、
探ってみる気はないか。
もし、
無事に探って帰ることがで
きたら何でもすきなだけやろう。
」
と言いました。
「それは面白い。
やって見ようか。
」
と話はまとまり、
三日後に
行うことになりました。
権現渕というのは、
猿ヶ石川が大きく曲がっている所で、
そこは大きな渦を巻いて流れており、
渕の深さは
どれほどあるのか誰も知る人はおりませんでした。
岸の岩の下は、
大きな空洞になっていて、
北上の牛繰渕に
通じていると伝えられていました。
いよいよ約束の日、男は泳ぎの身支度を整え、皆の見ている中で渦を巻いている流れの中にどぶーんと
飛び込みました。
泳ぐことについては自信があり、
空洞の中をどんどん進んでいきました。
権現堂の下と思わ
れる付近まで行った所、
前方に何やら得体の知れないものが潜んでいるような気がしたと同時に、
急に息が
詰まって苦しくなり泳ぐのが困難になってしまいました。
恐ろしさに耐えられず必死で引き返し何とか帰る
ことができたものの、
顔面は蒼白になり何やらわけのわからない事を言ったかと思うとその場に倒れてしま
いました。
その事があってからは、
誰言うことなく、
この渕には大蛇が住んでいると言われるようになりまし
た。
そして、
この地区の人達は、
蛇を絶対に殺してはならない、
とされてきました。
もし、
殺したりすると、
その
人は意識が朦朧
（もうろう）
となりまわりの物が全部蛇に見えるとされてきたのです。
この近くに、
七滝大権現を祀る権現堂があり、
その近くに小さな滝があって、
目の病気のある人は、
その水で
目を洗えばたちまち治ると伝えられてきました。 ※今は滝の流れた跡はあるが水が枯れて滝はありません。

シリーズ

Vol.6

菅原神社

の紹介

更木の神社･仏閣

てんじんさん

すがわらみちざねこう

大竹地区の天神山に在り菅原道真公を祀る。
あしかがよしのり

かしんふじわらあそん

つくしだざいふ

永享11年（1439年）足利義教の家臣藤原朝臣が筑紫大宰府より
てんまんてんしん

かんじょう

勧請したと伝えられている。本尊は、天満天神二尺一寸の立像であっ
て、藤原朝臣がこの地に来住の際持参したもので30年毎の御開帳の
他はみだりに拝観を許さないと云うことである。
現社殿は、嘉永5年（1852年）9月25日の造営で西面の社で祭日は
11月2日、宮司は松山氏である。

史跡八天遺跡
保存活用計画
説明会

去る、6月9日
（木）
史跡八天遺跡保存活用計画について北上市教
育委員会の職員から八天遺跡の将来像を描き出し、その実現に
向けた計画について現状や課題、基本方針などの説明がありました。
計画の実施方法を短期・中期・長期に分け、保存、活用、整備
についての計画について説明し質疑応答がありました。
今後更木地域として、八天遺跡をどの様な保存・整備が良いか
一緒になって考えていきたいと思います。
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楽しかったツリークライミング体験!!
去る、6月4日(土)爽やかな青空の下、永昌寺駐車場においてツリークライミング

体験教室を行いました。
『クラブやまねっこ』代表の森さんから「大きな木と友達になっ
て帰ってください。」との言葉に、子供たちはワクワクしながら始めに登る木に触って
「よろしく」とあいさつをしました。柔軟体操を行ってから専用の道具とヘルメットを装着し
て説明を受けてからツリークライミングに挑戦しました。
教わったロープの使い方をお互いに確認しあいながらロープを使って自分の体
を持ち上げどんどん登っていきました。天辺までたどり着く子や、ロープに身体
を預けながら手を振って、見守っている人たちに笑顔で応えている子もいました。
普段から木に登る体験がない子供たちは、「楽しかった。また登りたい」と大好評
でした。

更木くわ通信 v o l . 4
去る、3月12日（土）平泉町の農家さんの桑園に行き、
地域の皆さんと剪定した桑の木の枝を加工し、挿し木とし
て植える作業を更木ふるさと興社と地域おこし協力隊の
髙橋さんで行いました。
上組の大森地区の畑に植え、順調に根がついたら来年
以降、更木地域内の桑園に移し替えていきます。

7月のおもな行事予定
1日㈮ 午後 7時30分
3日㈰ 午前 7時30分
5日㈫ 午前10時
16日㈯ 午後 6時30分
17日㈰ 午前10時
21日㈭ 午後 2時
23日㈯ 午前 5時
28日㈭ 午前 9時
29日㈮ 午前 9時

本年はコロナ禍以前と同様のフル開催！！
「コロナなんか、音楽でぶっとばせ〜！」という方大募集！！
ジャンルは問いません。振るってお申し込みください♪

ホタル鑑賞会
地区民ウォーキング
地域福祉懇談会
更木夏まつり前夜祭
更木夏まつり
更木区長会議
地区内県道草刈り
地区内県道草刈り
夏休み体験学習

申込締切／7月15日

申込先／090-2502-8145（藤村まで！）

座禅はどなた様も無料でご参加
いただけます☆

「戦争反対」21世紀の今ロシアのウクライナ侵攻から早3か月経つ。テレビでは実際の戦闘、爆撃
跡の廃墟の映像、そこで生活していた一般市民の惨状が報じられ否応無しにお茶の間にいる我々
の目に入る。片やロシア側からすれば、その映像はフェイクだと主張し譲らない。
「誰か早く辞めさ
せろ」と心で叫んでみたものの空虚で歯がゆい。それでもどこか傍観者的立場で見ていたが、ロシア、ウクライナから生産
されている小麦、石油等が禁輸状態となり、私たちの生活に大なり小なり影響してきた。この状態が長引けば当然生活費を
圧迫し我が家の経済も悪化するであろう。そうなっても困らないように一昔前の生活を思い出して、この夏は薪作りに取
り組むぞなどと単純に浅はかな考えを巡らせている小心者の一市民ですが、一日も早く平和が来ることを願っている。
地域づくり推進委員 中村 正宏
編集後記
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