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◆「資料登録」は博物館業務の基本

博物館の仕事は展示するだけでなく、調査研究

や資料収集などがあります。その中でも最も基本

となるのが「資料登録」です。博物館の価値は、ど

れくらい資料が収蔵されているかで決まるとも言

われています。資料にも国や県の指定であるもの

や無形であるものなどさまざまな種類があり、そ

れらを分類するこ

とが基本です。ま

た、その資料を現

状の形を変えずに

収蔵することも大

切です。当館にも、

県指定文化財の資

料があり、適正な

温度と湿度を保ち、

劣化しないように努

力しています。

本年度は、未登録

の資料の整理・登録

作業のため、７月か

ら３人の臨時職員が作業を進めています。汚れた

資料のクリーニングから始まり、写真の撮影、分

類をして登録します。根気の必要な仕事ですが、

博物館活動の土台を支え

るこの作業。現在、登録

資料は１万点を超えまし

た。皆さんに見てもらう

ために今後もよい資料収

集をしていきます。

１０月１２日、毎年恒例の文学散歩を開催しました。

今年は「遠野物語百周年を歩く」と題し遠野市が

舞台。遠野市立博物館では、学芸員の説明を受け

ながら遠野物語と物語をはぐくんだ土地について

学びました。その後、囲炉裏のある座敷で、語り

部による「ザシキワラ

シ」などの昔話に耳を

傾けたり、カッパ淵や

福泉寺を巡ったりして、

民話の里の魅力を堪能

しました。

市民の皆さんから図書館への意見を聞くため、

利用者懇談会を開催します。よりよい図書館運営

のため、たくさんご参加ください

■日時 １１月２６日 午後３時～４時

■定員 １５人

■申込期限 １１月２１日

北上市のよしきり会の皆さんが、ブラックライ

トパネルシアターなどを上演します。

■日時 １２月４日 午後１時半～

文学散歩を開催しました

博物館の役割「資料登録」

遠野物語の世界を楽しむ

おもむきある座敷で昔話を

利用者懇談会に参加しませんか

資
料
の
整
理
作
業

資料のクリーニング作業 パソコンによる登録作業

クリスマスお話会開きます
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(９月届け出分）

（太字は男の子）

元木 蒼大（洋介・由理子／畑１区）
そう た

森 俊太（敬佳・美貴子／五百森）
しゅんた

畠山 柚奈（勇司・美穂子／浅沢第１）
ゆ な

高橋 姫羽（康元・由子／中平笠）
ここ は

三浦 利奈（秀樹・亜利砂／寄木新田）
り な

工藤 望夢（守・千恵子／中村）
のぞむ

佐藤 りお（貴紀・さくら／浅沢第１）

田代 羚真（誠真・真理子／荒屋）
りょうま

勝又 愛歌（保博・亜佳音／大久保）
あい か

竹駒 修成（祐悦・忍／両沼）
しゅうせい

遠藤 翔太（健・真由美／両沼）
しょうた

延味 楓雅（勇一・絵里子／松川）
ふう が

矢幅 咲葵（祐佐・恵／両沼）
さ き

中村 菜月（正宏・いづみ／下町二区）
な つき

伊藤 颯平（孝広・明子／中平笠）
そう へい

和井内 海聖（隆太・真由美／田山上）
かざと

齊藤 希空（悠也・明日香／日瀬通）
の あ

森 詩乃（博之・美保／五百森）
し の

髙橋 心音（照芳・瑠美子／松川）
ここ ね

髙橋 柚輝（貴士・歩／柏台三丁目）
ゆず き

佐々木 博樹／下町二区

畠山 景子 ／滝沢村

田村 兼八 ７８歳 山子沢

滝川 七郎 ９８歳 寺田新田

本堂 貞子 ５２歳 上町

根守 マツ １０５歳 北寄木

工 スワ ８５歳 北村

阿部 キヌ ９０歳 下町三区

畠山 忠志 ７５歳 上関

竹田 修 ６４歳 松川

田村 ツエ ８３歳 町組

池田 サト ８８歳 大久保

工藤 タカ ８０歳 北村

杉本 キツ ８６歳 兄川

髙橋 京子 ６５歳 上野駄

髙橋 サメ ８５歳 上平笠

齊藤 梅 ９１歳 日瀬通

畠山 春江 ７３歳 荒木田

髙橋 キノエ ８６歳 南寄木

井上 エミ ９９歳 大石平

尾関 訓 ７２歳 山後

北口 マツ ９９歳 浅沢第１

髙橋 繁造 ９１歳 高宮

佐々木 ウメ１０１歳 金沢

吉村 石松 ９１歳 五日市２区

髙橋 達弘 ５０歳 堀切

田村 ハルミ ７４歳 野口

工藤 幸夫 ７１歳 野駄

村山 アキ ８９歳 小福田

渡辺 キエ ８９歳 間羽松

田村 富治 ７８歳 笹目

川又 權四郎 ９３歳 新興矢神

髙橋 昭二 ８１歳 駅前二区

伊藤 シワ ９０歳 中平笠

髙橋 勝男 ６８歳 わし森

杉本 久幸 ６７歳 兄川

木村 ヒデ子 ８３歳 間羽松

荒川 一之 ６２歳 細野

三田村 ミネ ９２歳 町組

健やかに

※掲載は届け出順で、届け出人が希望
した場合だけ載せています。（敬称略）

■人口の動き【９月30日現在 （ ）は前月比】

世帯数人 口地 区

(－１）６，０６２(＋３）１７，４１７西根地区

(＋５）２，３６９(－２）６，５５２松尾地区

(－２）１，９３５(－３）５，３８３安代地区

(＋２）１０，３６６(－２）２９，３５２合 計

(－２）１４，１９７男 性

(±０）１５，１５５女 性

出生 ２０ 死亡 ４１

転入 ６２ 転出 ４３

累計９月項 目

４９８人身事故

３６２２７物損事故

６０１０負 傷 者

００死 者

８１飲酒運転

９２火 災

８４８８９救 急

■交通事故件数など ※累計は１月からの合計

お幸せに

（




