
20No.138◎201１．11．４

ＮＰＯ法人うれし野こども図書室の髙橋美知子

さんを講師に、読み聞かせ講習会を開催します。

読み聞かせに関心のある人の参加をお待ちしてい

ます。

■テーマ 「絵本の力を子どもに―読み聞かせの

初歩から実践まで―」

■日時 １１月１２日、午後１時半から３時半まで

■講師 ＮＰＯ法人うれし野こども図書室代表

髙橋美知子さん（盛岡市）

■場所 市立図書館会議室

■定員 先着２４人（受講料無料）

日頃、図書館を利用している皆さんから、図書

館に対するご意見・ご要望をいただく機会を設け

ました。たくさんのご参加をお待ちしています。

■日時 １１月２５日、午後３時から

■場所 市立図書館会議室

■募集人数 １５人

■応募期限 １１月２０日（直接、または電話）

図書館では、クリスマスお話会を開催します。

盛岡市から「おはなしグループ ブレーメン」の

皆さんを迎え、人形劇など楽しいおはなしを用意

しています。

■日時 １２月３日、午後１時半から

■場所 市立図書館お話室

◆豊臣秀吉朱印状

今回の展示資料の実物資料の中で注目したいの

は、権力者豊臣秀吉からの朱印状です。全部で４

通あり、それぞれ三戸城主南部信直、角館城主戸
のぶ なお と

沢光盛に宛てたものです。領地を安堵する内容で
ざわ みつ もり あん ど

すが、秀吉の示した条件を遵守することで、それ
じゅんしゅ

は認められています。今回展示する朱印状は、東

北地方で残る唯一のものです。

◆豊臣奉行人連署書状および禁制

豊臣奉行人は、豊臣政権を支えた主な官僚のこ

とで、彼らを中心とし

て全国統一の事業が推

進されました。

例えば石田三成、大
おお

谷吉継の｢禁制｣文書は、
たに よし つぐ きん ぜい

水沢や岩谷堂などで仕

置（法令遂行）した際

に発令したもので、戦

乱によって日常生活が

破壊されることがないよう、生活権を保障したも

のです。後にこの二人は関ケ原合戦で敗北します

が、行政マンとして岩手でも能力を発揮しました。

◆九戸一揆関係資料

今回の企画展の大きなテーマの一つに、「京
きょう

儀を嫌い」（豊臣・関西風のやり方を嫌う）風潮
ぎ

がいかに強

かったかが挙

げられます。

経済や文化を

考 え る 時、

かって西高東

低という意識

はありました。

なじみの薄い

京儀に反抗したのは当然かもしれません。

今回展示した「九戸陣陣立書」「九戸攻囲之
こう い

図」「九戸軍記」などを通して、当時の人々が京

儀に反抗した思いを実感してください。

企画展「岩手の戦国を彩った
近江の武将たち」展示資料から

読み聞かせにチャレンジ

読み聞かせ講習会を開催します

ひと足早いクリスマス会

石田三成坐像（彦根市龍
りょう

譚寺）
たん

博物館に展示された関係資料

■著者■書名

湊 かなえ
みなと

境遇

乾 緑郎
いぬい ろく ろう

忍び秘伝

楊 逸
ヤン イー

獅子頭（シーズトォ）

酒井 順子
じゅん こ

おばあさんの魂

池上 彰
あきら

そうだったのか！２１世紀ＮＥＷＳ

■■■ 新着資料紹介 ■■■

図書館に意見や要望をする会議

(９月届け出分）
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（太字は男の子）

工藤 毬夏（正男・真由美／間羽松）
まり か

髙橋 新汰（彰・美香／北村）
あら た

佐藤 友司（友大・麻衣／秋葉）
ゆう し

田村 恵都（恵一・睦美／山子沢）
けい と

佐々木 翔
しょう

（悟・アギラルイイン、チャール／下町二区）

柳清水いちか（隆幸・藍子／大久保）

澤口 剛志（毅彦・明子／下平笠）
つよ し

山本 琉心（真太郎・真菜実／舘沢）
るちる

遠藤 聖空（拓也・真弓／帷子）
せ ら

宍戸 蒼依（勝徳・美穂子／柏台二丁目）
あお い

小野寺 妃月（良多・千鶴／川原目）
ひ づき

松村 将太 ／中関

大欠 美咲 ／巻町

松尾 竜也 ／中松尾

髙橋 由香 ／駅前一区

木村 秀人 ／上寄木

菊地 真紀 ／盛岡市

石羽根 武 ／秋葉

石羽根 裕美／南寄木

齋藤 孝 ７３歳 曲田横間

田村 エシ ８３歳 寺田新田

佐々木 金雄 ８２歳 野駄

伊 ハル ９５歳 上平笠

宇土沢 マツ ９３歳 荒屋新町

山 ソノ ９３歳 北村

清水畑 安一 ６９歳 町組

佐々木 ツエ ８７歳 渋川開拓

三田村 歳身 ９２歳 町組

杉本 彰 ８８歳 町組

原 一 ７７歳 下町二区

工藤 勝徳 ４１歳 東

山本 サヱ ９７歳 舘市

倉岡 ソヨ ９９歳 金沢

田村 ヨ子 ９９歳 土沢

照井 賢二 ５７歳 柏台二丁目

齊 ミチエ ８７歳 仲町

伊藤 久一郎 ９１歳 高宮

小山田 忠吉 ７９歳 浅沢第１

山本 定吉 ９２歳 下町一区

髙橋 幸三郎 ９４歳 南寄木

種市 ヨシ ８９歳 荒屋

髙村 タマ ８６歳 荒屋新町

押 サキ ８３歳 南平笠

田村 八重子 ７７歳 中松尾

遠 リヨ ８９歳 寺田

※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）

お幸せに

健やかに

世帯数人 口地 区

(＋４）６，０８６(－５）１７，３００西根地区

(－１）２，３５９(－１３）６，４３６松尾地区

(－２）１，９１４(－８）５，２３８安代地区

(＋１）１０，３５９(－２６）２８，９７４合 計

(－１３）１３，９９６男 性

(－１３）１４，９７８女 性

出生 １４ 死亡 ３１

転入 ２４ 転出 ３３

累計９月項 目

３９人身事故

２９１物損事故

５３負 傷 者

１死 者

５飲酒運転

３０火 災

８６２９１救 急

■交通事故件数など ※累計は１月からの合計■人口の動き【９月３０日現在 （ ）は前月比】

（
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広報クイズ

１１月４日号の問題

明治百年記念公園に

小水力発電所が完成

水車の羽根は何枚？

№7４ 正解者の中から抽選で３人に５００円分の図書カードをお贈りします。
◎応募方法 はがき、ＦＡＸ、メールに「答え、住所、氏名、年齢」を書いて応募してく
ださい。答えのほかに、広報の感想や意見などを必ず書き添えてください。紙面づくり
の参考にさせていただきます。
◎応募先 八幡平市役所「広報クイズ係」 ☆はがき〒０２８-７１９２（住所不要）
☆ＦＡＸ７５-０４６９ ☆メールsomuka@city.hachimantai.lg.jp（タイトル
に「広報クイズ」と入力、携帯電話は右の二次元コードから送信できます）
◎応募期限 １１月２２日 消印有効
◎第７３回の正解 「５つ」 ◎応募者数 １１人 ◎正解者数 １１人
◎当選者 武田京子さん（大更）、高橋陽子さん（松尾）、遠藤幸子さん（叺田）
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