
9月27日㈯に２回目となるナイトミュージアム
を開催しました。館内は、星が散りばめられたよ
うな素敵な空間となり、外では、ナイトミュージ
アム仕様のＳＬ展示が来場者を出迎えました。

来場した皆さんは、館内のさまざまな所に散ら
ばった星座を一生懸命に探したり、「おはなしの時
間」の『かぐや姫』『よだかの星』に静かに耳を傾け
たりと、夜の博物館を楽しみました。

また、博物館の展示資料や市の歴史、星や太陽
の豆知識などについて学芸員が分かりやすく説明
をしました。来年は、どんなテーマになるか？
お楽しみに！

企画展「おらほが鎮守！」を好評開催中です。こ
の機会にしか見られない神社のお宝を、ぜひ見に

秋の図書館においでよ！秋の図書館においでよ！秋の図書館においでよ！

多くの企画展や講座を開催多くの企画展や講座を開催多くの企画展や講座を開催

図書館では文学散歩を開催します。今回の訪問
地は、銭形平次で有名な「あらえびす」こと、野村
胡堂のふるさと、紫波町です。

あらえびす記念館・野村晴一館長の案内で、記
念館や胡堂の生家などを訪問します。どうぞお楽
しみに。
■日時 10月28日㈫、午前８時半集合
■集合場所 市立図書館
■募集人数 25人【申込期限：10月24日㈮】
※参加費1,700円（保険代・昼食代ほか）が必要です。

詳しくは、市立図書館へ問い合わせください。

幼児向け読み聞かせのポイントが分かる楽しい
お話会です。三歳児には、絵本をプレゼントしま
す。お話会は、どなたでもご覧いただけますので、

今回の文学散歩は紫波町を訪れます

来てください。10月25日㈯・26日㈰は、入館無料
です。

また、企画展の「学芸員による出張講座」を行い
ますので、こちらにもご参加ください。
■日時 10月10日㈮、午前10時から11時半まで
■場所 大更コミュニティセンター
※要予約。予約は、博物館（☎63-1122）まで。

大人気講座「仏像を彫ろう」を開催します。彫刻
に親しみ、仏像に関する知識を深め、自分だけの
カミサマを作ろう（申し込みが必要です）。
■日時 11月８日㈯・15日㈯・22日㈯、午後１時
から２時半まで ※講座は全３回
■講師 もりおか歴史文化館学芸員 野中昭美氏
■定員 15人（定員になり次第締め切り）
■募集期間 10月15日㈬から11月７日㈮まで
■参加費 500円（材料代）

ナイトミュージアムを開催しました

あまり図書館を訪れる機会が無かった人も、お気
軽に参加ください。
■期日 10月26日㈰、11月9日㈰
■時間 ▶午前の部 10時半から11時半まで▶午
後の部 午後１時半から２時半まで（両日とも）
■講師 盛岡誠桜高校子ども未来学科 附田清子
さん

事前の申し込みは、不要です。絵本のプレゼン
トについては、案内状をご覧ください。

読書週間が始まります。図書館で読書の秋を満
喫してください。

企画展「おらほが鎮守！」開催中

大人気講座「仏像を彫ろう」が再登場

図書館へようこそ ～三歳児図書館訪問～

読書の秋到来 みんなで本を読もう
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（８月届け出分）

※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）

◎男の子

村木 日
ひより
和（洋和・明日香／小福田）

中村 隼
はやと
斗（卓也・瑶子／北村）

伊 瑛
えいま
真（研・千晶／小福田）

田村 悠
ゆうし
士（竜也・雪乃／松川）

田鎖 希
き る あ
流空（太河・恵美／秋葉）

中塚 久
くおん
遠（良久・藤江／両沼）

◎女の子

工藤 音
おとあ
愛（裕輔・由菜／町組）

井上 真
ま こ
子（雅友・俊子／大泉）

宮崎 梨
り お
央（広貴・恵／下町三区）

伊 公紀 ／上寄木

高木 美緒 ／北村

工藤 耕平 ／滝沢市

髙橋 加奈子 ／上町

佐々木 博之 ／荒屋

嶋守 千里 ／荒屋

菅原 弘徳 ／奥州市

小林 幸 ／山崎

伊藤 ヨシ 73歳 堀切

伊藤 リツ 97歳 堀切

古川 アキノ 90歳 中松尾

佐々木 幸子 81歳 山崎

八幡 忠一 96歳 苗石田

八重畑 愛子 80歳 薬師

田村 ヨシ 105歳 駅前

三浦 春藏 81歳 日瀬通

松尾 周 74歳 松尾

遠 芳夫 91歳 寺田

髙橋 法明 50歳 笹目

馬場 秀男 83歳 荒屋新町

工藤 ソノ 75歳 五百森

佐藤 福松 85歳 兄川

三田村 ヨシミ 85歳 町組

髙橋 テル 81歳 南寄木

佐藤 幸次郎 91歳 石名坂

畠山 佐太郎 83歳 曲田横間

健やかに

お幸せに

（

■人口の動き【８月31日現在 （ ）は前月比】 ■交通事故発生件数など ※累計は１月からの合計

地 区 人 口 世 帯 数
西根地区 16,752（－7） 6,269（

＋

3）
松尾地区 6,137（－11） 2,364（±0）
安代地区 4,895（－3） 1,879（±0）
合 計 27,784（ー21） 10,512（

＋

3）
男 性 13,398（－11）
女 性 14,386（－10）

出生 11 死亡 19
転入 30 転出 43

項 目 8月 累 計
人身事故 4 29
物損事故 26 325
負 傷 者 11 45
死 者 0 １
飲酒運転 0 4
火 災 0 8
救 急 110 805

（
（
（

№ 109

広報クイズ
10月２日号

の問題

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（ふりがな）、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）
☆ＦＡＸ：�75-0469
☆メール：�koushitsu@city.hachimantai.lg.jp（タイトルに「広報クイズ」と入力）
◎応募期限 10月27日㈪ 消印有効
◎第108回の正解�野駄第21地割170番地�◎応募者数�11人�◎正解者数�11人
◎当選者 佐々木瞳さん（大更）、遠藤ミエ子さん（西根寺田）、三澤よし子さん（安比高原）

希望郷いわて国体の市
の大会スローガンは？
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