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蔵書点検のため休館します。

市立図書館 ３月１日～９日

松尾地区公民館図書室 ２月１５日、１６日

安代地区公民館図書室 ２月２２日、２３日

※市立図書館では、蔵書点検を前に２月１５日～

２８日は、本の貸出冊数を１０冊に増やします。

連続して５年以上図書の貸し出し利用がない場

合、自動的に利用登録が削除されます（中学生以

下を除く）。失効後に貸し出し利用される場合は、

再登録をお願いします。

１月１４、１６日の２日間、

今年の干支「うさぎ」のあみ
え と

ぐるみを作る教室を開催し

ました。２日間で延べ１８人

が参加し、自分好みの作品

を完成させました。

■著者■書名

三崎 亜記 ほか海に沈んだ町

佐々木 譲婢伝五稜郭

筒井 康隆漂流 ―本から本へ―

吉野 万理子 ほかチームあした

◆スキーコーナーの展示替えをしました

２０年度はインカレ、昨年度は全国中学校スキー

大会、本年度はインターハイと、八幡平市では、

毎年全国規模のスキー大会が開催されています。

博物館では、それに合わせてスキーコーナーを充

実しました。これまでスキー選手やその関係者の

方などから多く寄贈を受けましたが、最新のもの

と入れ替えました。また、手

作りのスキー工程も再現して

います。三ケ田礼一選手の金

メダル（複製）も展示。この冬、

スキーの歴史や文化を学び、

郷土の選手の栄光に触れてみ

てはいかがでしょうか。

◆出前講座・餅花（みずき団子）づくり

博物館では、各施設・個人への出前講座を行っ

ています。１月は旧正月にちなんで、餅花（みず

き団子）づくりや正

月遊び（こま、たこ、

かるた、竹とんぼ、

折り紙など）を体験

してもらいました。

主に市内の保育所で

の開催でしたが、子

どもたちは、初めて

体験する遊びに、み

んな夢中になって遊

んでいました。

スキーコーナーの充実

干支あみぐるみ教室を開催

完成した作品をみんなで披露

蔵書点検でさらなる充実

蔵書点検による休館のお知らせ

利用カードの削除期限について ■■■ 新着図書の紹介 ■■■

餅花づくり（あしろ保育所畑分園）
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(１２月届け出分）

（太字は男の子）

中軽米 希美（真人・亮／寄木新田）
のぞ み

武田 大輝（敏之・恵里子／山子沢）
だい き

菅原 かんな（健・こずえ／駅前二区）

髙橋 優人（竜一・真奈美／上寄木）
ゆう と

遠藤 翼空（健太・光／舘腰）
と あ

遠藤 翔
そ

空（健太・光／舘腰）
あ

瀬野木 柊馬（和成・妙子／畑）
しゅうま

瀬野木 翔馬（和成・妙子／畑）
しょうま

遠藤 志真（光志・望／共新）
ゆき ま

渡邉 希未（明彦・二美代／上平笠）
のぞ み

工藤 颯真（由彦・泰子／野駄）
そう ま

工藤 煌我（光広・恵／寺田）
こう が

田村 大治朗（健二・千春／山後）
だい じ ろう

伊藤 琉生（敬太・詩緒里／薬師）
る い

竹田 颯香（磨・さやか／渋川開拓）
ふう か

髙橋 一行 ／松川温泉

野村 知子 ／松川温泉

畑 透 ／下町三区

北 仁美 ／下町三区

工藤 進悟 ／北村

山口 由季 ／岩手町

阿部 康宏 ／駅前一区

山谷 文子 ／駅前一区

米田 匠 ／上平笠

米田 純奈 ／巻町

髙橋 慎吾 ／中松尾

田 しのぶ／盛岡市

日戸 リエ ８８歳 渋川

立花 トキ ８７歳 畑２区

三浦 多七郎 ７８歳 日瀬通

滝沢 二三夜 ９２歳 五日市３区

髙橋 キヱ子 ８７歳 渋川

畠山 継榮 ８６歳 大花森

畠山 トシ ８５歳 石名坂

松村 留吉 ８４歳 松川

鈴木 カネ ８８歳 上野駄

畠山 萬次郎 ８８歳 五日市２区

中軽米 榮 ８３歳 寄木新田

田村 秀夫 ６９歳 山後

三浦 新作 ７４歳 小福田

立花 春藏 ８７歳 豊畑

畠山 和志 ６３歳 大石平

髙橋 ミサ ９６歳 野駄

田村 久雄 ６２歳 岡村

田村 ヤエ ７７歳 山子沢

羽澤 猛 ７５歳 五日市３区

関 マキ ９３歳 畑１区

猿川 洵 ６６歳 小福田

吉田 ヒデ ８９歳 下平笠

杉本 チヤ ７８歳 新興矢神

櫻庭 光雄 ８１歳 松川

佐々木德一郎 ８４歳 山崎

泉山 幸作 ８５歳 平長

藤川 武三 ８９歳 曲田横間

※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

(＋６）６，０６５(＋１８）１７，３９１西根地区

(＋１）２，３７１(－７）６，５５０松尾地区

(－３）１，９２９(－９）５，３５９安代地区

(＋４）１０，３６５(＋２）２９，３００合 計

(＋３）１４，１６４男 性

(－１）１５，１３６女 性

出生 １７ 死亡 ３０

転入 ５１ 転出 ３６

累計１２月項 目

６９５人身事故

５０６７０物損事故

８５５負 傷 者

１０死 者

９０飲酒運転

１１１火 災

１，１１６８８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【１２月３１日現在（ ）は前月比】

健やかに

（

（

（

（

※火災は１０月分１件が入っていなかったため、前月と累計が異なります


