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◆展示充実のために

博物館では、展示の見直し、展示替えなど、展

示の充実のために、寄贈資料の復元や修復を行っ

ています。本年度は、絵図面の裏打ち作業を行い

ました（右写真）。

この資料は、縦２㍍６０㌢、横３㍍３０㌢もある

大きなもので、明治７年（1874）以降に作成された
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七区曲田村地引絵図面」
なな く まが た むら じ びき え ず めん

です。山野や河川、道路、飛び地（他村の所有地）

などはもちろん、各家の戸主名・田畑面積・番地

などが詳しく描かれていて、本分家の関係や田畑

面積などの実態がよく分かります。注目すべきは、

飛び地が半分を超えていること。実情が無視され

た行政区だったことを教えてくれます。

事実、この行政制度（大小區制）は、近代化を急

ぐあまり、中央の命令と伝達機関としての性格と

して、従来の町村を否定した地方に合わない制度

であることから明治１１年には廃止され、現在の行

政制度の基本となった郡区町村制に改められます。

この絵図面は１月４日から第一展示室で公開し

ています。

八幡平市朗読奉仕「ほおずきの会」の皆さんに

よる絵本や童話の読み聞かせ、江間章子賞受賞者

による詩の朗読を行います。また、昨年７月２１日

から１月１０日まで実施した読書マラソンの表彰式

を同時開催します。

■日時 １月２２日 午後１時半～

読み聞かせや読書アドバイス、子どもたちへの

絵本のプレゼントなどを行います。図書館利用を

始める第１歩にぜひ参加してください。

■対象 平成１９年４月２日から２０年４月１日まで

に生まれた子どもとその保護者

■日程と対象地区

朗読を楽しむ会に集まろう

展示の充実（修復作業）

本が好きになる子の第１歩

３歳児親子図書館訪問開催します。

対象地区・時間
期日・場所

午後１時半～２時午前１０時～１０時半

大更（岡村、山子沢、
大石平、渋川、渋川開
拓、白屋、北村、両沼、
中関、五百森）

大更（駅前一・二区、
上町、仲町、下町一～
三区、松川、雇用促進、
山後）

２月６日
図書館

平舘、西根寺田、松尾、
野駄

田頭、松尾寄木、柏台
２月１３日
図書館

安代
２月２０日
安代若者
センター
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(１１月届け出分）

（太字は男の子）

遠 香蓮（秀喜・ひとみ／両沼）
か れん

菅原 結衣（宏之・睦美／柏台三丁目）
ゆ い

菅原 叶夢（一郎・沙織／帷子）
と む

井上 香穂（学・久美子／大石平）
か ほ

田中 碧（亨・淳子／大泉）
あおい

佐々木 美織（俊一・由起／中村）
み おり

山口 雄大（淳・明子／五百森）
ゆう た

髙橋 蒼空（徳光・茉佑／温泉郷）
そ ら

立柳 永愛（敬太・美由紀／上野駄）
と あ

松野 結月（浩幸・陽子／荒屋）
ゆ づ き

伊藤 壮太（宜紀・久美子／川原目）
そう た

田村 侑杏（仁・智子／五百森）
ゆ あ

井上 純貴 ／東

藤江 鮎香 ／寺田

山本 秀洋 ／五百森

工藤 瞳 ／五百森

伊藤 雄飛 ／南寄木

宮川 めぐみ／盛岡市

遠藤 一子 ５４歳 北村

工 キエ ８９歳 北村

髙橋 庄一郎 ８５歳 中村

小山田與太郎 ８８歳 荒屋

遠 與平 ８５歳 若谷地

阿部 浩 ８９歳 畑２区

久保 勝郎 ７３歳 安比高原

山口 登 ７１歳 中関

槻澤 好男 ８６歳 荒屋新町

古川 正明 ８２歳 中松尾

三田村ツヤ子 ８２歳 町組

田村 日出人 ５６歳 大泉

髙橋 喜 ８５歳 北寄木

髙橋 キヱ ８２歳 中村

武田 重孝 ７８歳 山子沢

工藤 ハル ７９歳 高宮

角舘 ミエ ５７歳 折壁

松浦 義博 ５２歳 堀切

松村 福松 ７６歳 北村

岩崎 イシ ９０歳 山後

津志田 健治 ６２歳 川原目

小笠原 幸市 ６６歳 笹目

八角 善三 ７５歳 小福田

※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）

世帯数人 口地 区

(－７）６，０５９(－４１）１７，３７３西根地区

(－２）２，３７０(＋１）６，５５７松尾地区

(－３）１，９３２(－１１）５，３６８安代地区

(－１２）１０，３６１(－５１）２９，２９８合 計

(－３１）１４，１６１男 性

(－２０）１５，１３７女 性

出生 １２ 死亡 ３２

転入 ３０ 転出 ６１

累計１１月項 目

６４１０人身事故

４３６３９物損事故

８０１１負 傷 者

１０死 者

９０飲酒運転

９０火 災

１，０２８９１救 急

■交通事故件数など ※累計は１月からの合計

お幸せに

（

（

■人口の動き【11月30日現在 （ ）は前月比】

健やかに

（

※飲酒運転は市内に住んでいる人のみとしたため前月と累計が異なります


