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町内の動き（対前月比）
人口：1,019人 −2人
男 486人

女 533人 −2人
世帯数：411世帯 −2

第6回

更木夏まつり盛会裏に終わる
去る、7月17日（日）に 更木夏まつりが開催され、
来場者は約 1,000 人と多くの方に来ていただきまし
た。16日（土）の前夜祭は雨天のため中止となりまし
たが、養蚕体験と17日の夏まつりは予定どおり開催
しました。今年は新型コロナウイルス感染対策のため
1時間短縮しての開催で、プログラムは幼稚園児によ
る神楽をはじめ色々なアトラクションや、キッチン
カーなど9店 と飲食関係も充実し、来場者に楽しんで

こっち〜！
こっち、

いただきました。

肥田葉子
アコーディオン
ライブ
早池峰岳流
更木神楽

かわいい子供神楽

真剣に
金魚すくい。
「釣れたかな！
？」

飛勢太鼓

会場は来場者でいっぱい！

「更木産直市」
を開催しました
更木町振興協議会では、
8月12日
（金）
さらきの里ふれあい
センターを会場に
「更木産直市」
を開催しました。
お盆に合せた産直市は、午前9時の開店を前に、採れたて
新鮮野菜を求めてたくさんのお客様が来店され、テントで
は、お盆用のお花などあっという間に完売しました。また、
今が旬の朝採りの露に濡れたスイカやナス、ピーマン、
メロン、ズッキーニ、トマト、かぼちゃ、お墓参りに欠かせ
な い 蓮 の 葉 、お 料 理 に 実 用 的 な わ ら び 、自 家 製 梅 干 し
等々、野菜から加工品まで格安で販売され、大勢の来場者
で賑わいました。
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0人

勇壮な成島鹿踊り

県道の草刈りを実施しました
更木町振興協議会では、県道の歩道側を更木小学校PTAの方
と協働で草刈りをしました。
令和 4 年度は、6 月、7 月、9 月と3回実施することになっており、
これまで 2 回実施しました。
県道の草刈りは、児童、生徒の通学の安全を目的に令和元年か
ら実 施しているも ので、今 年もあと9月10日(土)と17日（土）に
予定していますのでご協力いただける方は更木地区交流センター
又は最寄りの区長さんまでご連絡お願いします。

完走しました 〜ロードレース大会〜
去る、8月7日（日）午前6時から、大竹公民館付近の田んぼ道を
コースにロードレース大会を行いました。
夏休み中に各区で行なっているラジオ体操や早朝マラソンの総
仕上げとして開催しており、体力向上や親睦を図っています。
みんな揃ってラジオ体操をした後、低学年、高学年ごとにピス
トルの合図で一斉にスタートし、声援を受けながら低学年は500

1、2、3…

メートル、高学年は1000メートルを元気よく走り抜きました。

負けないぞ〜！

もうすぐゴール

夏休み体験学習

がんばるぞ！

初めての外に出ての学習に元気いっぱい

去る、7月29日（金）夏 休み体験学習として、小学生33人 が参加し奥州宇宙遊学館へ行ってきました。
奥州宇宙遊学館は子どもから大人まで、遊びながら天文や宇宙について学べる施設です。遊び感覚で体感で
きるLSIの実験や、JAXAの最先端装置の展示に感心したり、いろいろな惑星の重力を缶の重さで体感したり、
本物の隕石に触ったり興味津々でした。シアター室で上映される4次元デジタル宇宙シアターは、3Dメガネを
かけて見るので飛んでくる隕石に手を延ばしたり、宇宙の果てを体感することができました。
国立天文台が敷地内にあり、館長さんの案内で直径が20mもあるアン
テナの大きさに驚きながら、少し難しい説明でしたが真剣に聞いていま
した。初めての外に出ての学習に子供たちはバスの中でも元気いっぱい、
おしゃべりに夢中で楽しそうでした。

ふむ、ふむ…

宇宙へしゅっぱーつ！

すっげー重い
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「ほたるかご作り」
参加者募集
ほたるかご作り教室を開催
します。
ほたるかごとは、麦わらを
原料に編んだホタル用の
虫かごです。今では作る人も
少ないですが、
おじいちゃん・
おばあちゃんに習 っ た と い
う方が多い手仕事です。
ホタルの時期に、捕まえてかごに入れ、底の部分に
草を詰めて使います。縦に長いのは、上に登って行く
ほたるの習性を利用した形なそうです。
昔は学校でも習ったというこのホタルかご。この機会
に作ってみませんか？

こんにちは。地域おこし協力隊の髙橋です。去る7月16
日と17日に、さらき夏祭りの一環として、養蚕体験会を開
催させていただきました。㈱更木ふるさと興社さんの養蚕
用ビニールハウスで、お蚕さんに桑をあげたり、クイズ大
会をしたり。ちょうどお蚕さんが一生で一番たくさん桑を
食べる頃で、あげたばかりの桑を音を立て食べる様子を、
皆さま楽しげにご覧になっていました。お越しくださった
のは親子連れの方を中心とした地区内外の方々で、体験会
の後はさらきの里ふれあいセンターさんやキッチンカー
でのお買い物を楽しまれたようです。

日時／9月18日（日） 9:30〜11：30 ほたるかご作り
場所／大橋バス停そば「さらきカフェ」
開催会場
参加費／材料代 500円
定員／8人 ※対象：小学校5年生から大人まで
申し込み／更木地区交流センター TEL66-2569まで
定員になり次第締切
コーヒー
主催／更木活性化協議会
ケーキ付
共催／更木町振興協議会

さらきカフェ
開 催

ちょっと空いた時間にコーヒーを飲みに
来ませんか。プチケーキとコーヒー等を
用意してお待ちしております。
★日時／9月18日
（日） 12：00〜14：00まで
★場所／大橋バス停そば（看板が出ております）

親子
料理教室

〜野菜の
収穫体験付！〜

モザイクタイル教室参加者募集
色々なモザイクタイルを貼り付けてオリジナルの
鍋敷を作ってみませんか。

野菜の収穫体験付料理教室を開催します。料理するこ
との楽しさ、大切さ、おいしさを実感していただきます。
料理教室で親子団らんのひとときはいかがですか？
今回の親子料理教室は「ヤサイノイトウ」さんの畑で
の収穫体験からスタート！どんな食材と出会えるかは
当日のお楽しみです。

日時／9月28日（水）午前10時〜11時30分
場所／更木地区交流センター
講師／タイル工房Kuji
参加費／1,600円
対象／更木地区民 10名
申し込み／更木地区交流センター TEL66-2569まで
締め切り／9月21日（水）まで

日時／9月23日（金）午前9時30分から
午後1時まで（収穫時間を含む）
場所／更木地区交流センター調理室
参加料／一人500円
講師／食生活改善推進協議会更木支部
募集対象／小学生及び保護者
募集定員／4組8人 ※定員になり次第締切
持ち物／エプロン、三角巾、マスク、長靴
申し込み／更木地区交流センター TEL66-2569まで
〈メニュー〉
① ジャンバラヤ（トマト味の炊き込みご飯）
② ひじきのサラダ
③ レタススープ
④ ベリーシャーベット
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、開催を中止
する場合があります。
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更 木 に 伝 わ る 伝 説

「あぶみが渕のカッパ 」
川向のがけ下に

あぶみが渕

と言われる深い渕があります。

昔、和賀氏が二子を城として栄えていたころ、このあたりの家に夜な夜な変な化け物が出るといううわ
さが立っていました。ある日、小田島大炊之介(おおいのすけ)という若い侍(さむらい)が女装して、化け
物の腕を切り取り退治しました。ところがその夜、彼の枕元(まくらもと)に現れしきりにお詫びするもの
があり、よく見るとそれはあぶみが渕のカッパでした。大炊之介は、カッパが何度もお詫びするのでかわ
いそうになり、その腕を返してやりました。するとカッパは受け取った腕に薬を塗り、あっという間に
元どおりにくっつけてしまった。
小田島家では、お礼に教えられたこの薬のつくり方の秘伝が家宝として代々伝えられてきたという
ことです。

9月のおもな行事予定

優良団体表彰を受賞しました
去る、6月30日
（木）
北上地区防犯協会連合会表彰
の表彰状伝達式が行われました。北上市防犯協会

2日㈮ 午前 9時

グリーンツーリズム

4日㈰ 午前 6時

更木地区道路普請・クリーン作戦

6日㈫ 午前 9時30分 趣味の教室

更木支部は北上地区防犯協会連合会と北上警察署長

10日㈯ 午前 5時30分 県道草刈り

連名の優良団体表彰を受賞しました。この表彰は

11日㈰ 午前 8時

地区対抗ソフトボール大会

安全な地域社会の維持発展に功労がある個人や団体

13日㈫ 午前 9時30分 趣味の教室

に贈られるもので、今後も地域安全に取り組んで

17日㈯ 午前 8時30分 県道草刈り

いきたいと思います。

18日㈰ 午前 9時30分 ほたるかご作り
正午〜

さらきカフェ

19日㈪ 午前 8時

しらゆり塾移動学習

22日㈭ 午後 2時

更木区長会議

23日㈮ 午前 9時30分 親子料理教室
28日㈬ 午前10時

令和４年度

モザイクタイル教室

川村豐吉さん100歳のお祝い

更木地区敬老会中止のお知らせ
令和 4 年度更木地区敬老会は、新型コロナウ

更木1区の川村豐吉

イルス感染症拡大防止及び対象者の皆様の健康

さ ん が 8月20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 。豐 吉 さ ん か ら は
「 あ りが とう ござ い
ます」と力強い言葉を頂きました。これからも元気でお過
ごし下さい。

と安全を第一に考え、誠に残念ではありますが、
祝賀会は中止としました。敬老対象者の皆様に
はしおりと記念品を配布させていただきます。
開催を心待ちにされていた皆様には大変申し
訳ございませんが、ご理解
いただきますようお願い
申し上げます。
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