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更木地区文化祭盛会裏に終る

去る、10月15日（土）
・16日（日）の2日間、更木地区交流センターを
会場に更木地区文化祭が開催されました。会場には生涯学習事業の作
品や、サークル、ふれデイ作品、個人の作品の他、更木小学校、北上
北中学校の生徒などが制作した作品、更木幼稚園、学童保育所、八天
の里の利用者さんの作品が398点展示され来場者の目を楽しませてく
れました。
また、特別企画展として「史跡八天遺跡と更木地区の縄文遺跡展」
が開催され、なかなか見る機会がなかった出土品の数々を鑑賞するこ
とができました。文化祭初日の15日は、会場内では健康まつりが開
催され、血圧や体脂肪などの健康チェックが行われました。
屋外では更木産直市が開催され、たく
さ ん の 新 鮮 な 野 菜 や 果 物、餅 や ク ッ
キー、キムチ等加工品が多く販売さ
れてお客様で賑わいました。また、
リンゴ釣りゲームやバルーン
アート、キッチンカーの出店
があり、地区内外から多くの
方々にご来場いただき盛会裏
に終了することができました。
ありがとうござ
いました。

フリーマーケットを開催しました
去る、10月15日（土）更木活性化協議会主催のフリー
マーケットが更木地区文化祭と同時開催されました。
今回初めての開催でしたが、洋服、靴、バック、食器、
ぬいぐるみなど200点の出品がありました。また、手作
りのお店が１出店と素敵な品物ばかり並べられ、大勢の
お客様が手に取り楽しそうでした。
山形県西川町の菅野
町長が応援に駆け付け、山形の特産品など販売しなが
ら、
フリーマーケットに協力してくださいました。
私が使わない品物でも誰かには使い道があるはず
と、そんな思いで開催されたフリーマーケットでした。
次回の開催をお楽しみにしてください。
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町内の動き（対前月比）
人口：1,012人 −6人
男 480人 −1人
女 532人 −5人
世帯数：411世帯 −1

ほたる籠を作りました
去る、9月18日(日)更木活性化協議会主催のほたる篭作りを行いまし
た。肥田葉子さん、藤順子（東和町）さん、菊地静枝さん（村崎野）に講師を
お願いし、7名の参加で行いました。麦わらで作るほたる篭は初めての方
ばかりで、講師の方々の説明や手ほどきを受けながら、形をイメージし
て一生懸命編んでいました。どんどん形が出来てきて
それぞれの個性あふれるほたる篭が完成しました。
ほたる篭作りは予定通りの時間で終了し、最後に桑
豆腐ケーキとコーヒーで話がはずみました。肥田葉子
さんが特別にアコーディオンを演奏してくれ、和気あ
いあいとした雰囲気で終わることが出来ました。

しらゆり塾

御所野遺跡学習

去る、
9月19日
（月）
に23名で世界遺産御所野遺跡に行って
きました。
縄文公園へと続くタイムトンネルのような連絡橋
「きききのつりはし」
をわたり、
広々とした御所野縄文公園へ。
竪穴式住居の中ではガイドさんの話にじっくりと耳を傾けて
いました。
博物館で土器や石器の展示品を眺めたり、
ビデオで縄
文の時代を体感したりしておりました。
見学の後お土産袋にスタ
ンプを押してオリジナルお土産袋作りにしばし熱中。
昼食はレト
ロな雰囲気の中でおいしいおそばをいただきました。2door
(ツードア)チョコレート工場＆店舗では煎餅など袋いっぱいに
買い物を楽しみました。
名物のソフトクリームで一息ついて二戸
市を後にしました。

親子料理教室開催

水引教室開催

去る、9月23日(金)更木地区交流センターで親子料理教
室が開催されました。当日は雨のためヤサイノイトウ農園
での収穫体験は中止となり、事前に収穫していた色々な
ピーマン、四角豆、カーボロネロ(黒キャベツ)などの野菜の
説明や美味しい食べ方などを教えていただきました。
「親子料理教室」には4組9名の親子が参加し、ジャンバ
ラヤ、ひじきサラダ、レタススープ、簡単フルーツゼリーの
4品を調理しました。子どもたちは、講師の食生活改善推進
員協議会の皆さんとともに、包丁を持ち野菜などを刻んだ
り、フライパンを火にかけ鶏肉を焼いたりと楽しい雰囲気
で調理をしていました。また、完成後は全員で調理したも
のを美味しくいただきました

9月6日、
13日、
10月4日の3回にわたって開催され
た水引教室は8名が参加し、
招福の縁起飾りを作りま
した。
縁起の良いひょうたんや水流文様、
老い波など
を組み合わせて一つの作品となります。
先生方の丁寧な指導のおかげで招福飾りのほか
にも、
ストラップや猫のブローチ、
かわいいクリップ
などたくさんの作品を作ることができました。
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はじめてのタイルアート
去る、
9月28日(水)更木地区交流センターにてタイルアート教室を
行いました。
講師に
「タイル工房kuji」
の久慈慎也さんみゆきさんご夫妻を迎え
てタイルアートの鍋敷きを教えていただきました。
タイルをひとつず
つ選び、図柄を決めるまでが楽しくもあり一番難しい作業でした。
1個目のタイルを張ってしまうと、
あとはどんどん思い思いの形に
並べていき、
とても楽しい時間となりました。
目地を流し込み、
乾いた
ら完成です。
講師の方々の細かい御指導で、
オリジナルの鍋敷きが出来上がりま
した。
参加者の皆さんも
「とても楽しかった。
鍋敷きにするには勿体な
い。
また別の作品も作ってみたい！」
とご満悦でした。

去る、
9月17日(土) 北上市社会福祉協
議会更木支部では、
各公民館長、
福祉協力員
の皆さんのご協力により敬老対象者の方々
に記念品を贈り、
長寿のお祝いをしました。
白寿・米寿の皆様には、
菅孝志支部長がご自宅を訪問させていた
だき北上市からの祝詞と記念品を進呈いたしました。
今年度の更
木地区の敬老者は279名で、
白寿1名、
米寿13名となっております。
ご長寿おめでとうございます。
皆さまのご健康とご多幸をお祈り
申し上げます。

永昌寺東堂

日時／11月26日（土）午前10時〜11時
会場／更木地区交流センター ホール
講師／永昌寺東堂 海野義清氏
講演内容／「永昌寺二十四世として
晋山式から現在に至るまで」
定員／40人
問合せ／更木地区交流センター
TEL 66-2569
※ご来場の際はマスクの着用をお願いします
早池峰岳流
更木神楽

白寿・中居富雄さん

駒込ノブさん

福地靜香さん

小原

藤村昭俊さん

シリーズ

信さん

遠藤久子さん

Vol.7

紹介

の
更木の神社･仏閣

小田島吟子さん

藤巻淳耕さん

菅

嘉勝さん

千田ケイ子さん

海野義清氏講演会 開催

舞納め公演 開催

入場
無料

日時／12月４日(日)
13時開演〜終演予定16時頃
（12時30分開場）
会場／更木地区交流センター ホール
主催／早池峰岳流更木神楽
演目（予定）
問合せ／更木地区交流センター 1. 四人鶏舞
2. 翁舞
TEL 66-2569
3. 三番叟
※ご来場の際はマスクの着用を
お願いします

4. 裏岩戸開き
5. 注連切
6. 権現舞

松峰山正覺院（しょうほうざんしょうかくいん）
大竹地区の松長根にある天台宗のお寺である。伝説によると、この地
域に蝦夷の首長悪路王の弟大竹丸が住んでいて大和朝廷に抵抗してい
たが、やがて坂之上田村麻呂に討ち取られたがその弔いにこの地にお寺
を建てられたと伝えられている。
その後大同2年(807年)東北地方を巡錫した慈覚大師が将軍寺(天台
宗)とし、沢山の僧坊を置いた。その僧坊の一つで将軍寺の麓にあった
無名の庵を正保3年(1646年)に寿榮秀山法師が再興して聖護院(修
験宗)末寺の正覺院として伝えられたとされている。
その後明治5年(1872年)に再び天台宗に戻ったが、大正5年
(1916年)周辺集落内の火災で類焼し仏像地蔵尊を安置する地蔵
堂のみである。正覺院は、14世千田寿山、15世千田季孝と三井寺で
修行した住職を継ぎその子千田定季氏が16世として守ってきた。
あくろおう

じかく

いおり

じゅえいしゅうざんほうし

ちだじょうき
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しょうごいん

更 木 に 伝 わ る 伝 説
よ う め い じ

「永明寺舟場の座敷ぼっこ 」
昭和橋のかかっている所は、昔、二子と更木を結ぶ渡船場になっていました。
ある夜更け、誰か舟を呼ぶ声がしたので渡しが起きてみると、外は十七夜の月が空にあり白夜のよう
でした。よく見ると、紋付羽織に両刀をさし、はかま姿の稚児侍が一人、二子側の岸に立っていました。
「お渡りか。」と聞くと、「たのむ。」と言い、「今時分でどこに行きなさる。」と聞くと、「二子の笹田に
長くいたが、つまらなくなったので更木の齋藤屋敷に行くつもり。」と言いました。
この者は

南部の座敷わらし

と呼ばれ、座敷を掃く音をさせたり、みんなにまぎれこんで遊びたわ

むれたりするが、この者の訪れた家はとにかく福徳長者になると言われ、齋藤家でもずいぶん栄えたそ
うです。
「北上川五大湖を訪ねて」から
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3日㈭
6日㈰
6日㈰
12日㈯
19日㈯
24日㈭
26日㈯

去る、10月1日に今年最後の養蚕体験を開催しま
した。定員25名に対して申込者が48名と大盛況で
した。山寺桑園の見学と桑の収穫、カイコの餌やり
体験と盛岡市の工房夢繭＊花さんを講師にお招き

午前 9時
午前 8時30分
午後 1時
午後 7時
午前 8時
午後 2時
午前10時

更木発見ウォーキング
区対抗ソフトバレーボール大会
区対抗卓球大会
本牧亭更木口演
幼稚園園庭整備
更木区長会議
海野義清氏講演会

し繭細工体験を実施。初めてカイコを見る参加者さ
んが多く、手にのせて見て観察したり、桑の葉を食
べさせたりしていました。参加者からは「とっても

令和4年 秋季全国火災予防運動

楽しかった、カイコを持って帰って育てたい」と言

令和4年11月9日（水）〜11月15日（火）までの7日間

『お出かけは マスク戸締り 火の用心』

う声もあり参加者の皆さんも大満足の体験イベン

防火標語
（2022年度全国統一防火標語）

トでした。

暖房器具使用前の注意喚起について
暖房器具を使う機会が増え、火事が発生しやすい時季となります。
次のことを確認していただき、安全な使用をお願いします。

暖房器具を使用する前の安全チェック！
① 暖房器具を使い始める前に以下のほこりをチェック
□フィルター □プラグ □温風吹出口 □置台
②暖房器具の周辺に燃えやすい物がないかをチェック
□洗濯物 □カーテン □布団 □スプレー缶
③不良灯油を使用していないかをチェック
□色
（うす黄色はNG） □におい
（すっぱい臭いNG）
□不純物
（水やゴミの混入NG）

消毒用アルコールにもご注意を！
1.火気の近くでは使用しない。
2.直射日光が当たる場所や高温となる場所には保管しない。
3.詰替え作業時は通気性の 良 い 場 所 や 換 気 が行われてい
る場所等で行う。

【北上地区消防組合】 TEL：0197-64-1122

編集後記

出来秋を迎え美味しい野菜や果実が出回る季節となりました。更木でも今年3回目の産直市が開
催され、たくさんの農産物が並びました。生産者は苦労を重ね良い品物を作ろうと努力したことが
思い描かれます。すでに次年度に向けて圃場の準備や資材調達を進めている方もいるでしょう。

来年も美味しい農産物が出来るように願うばかりです。
地域づくり推進委員
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中居

弘

