
人気講座「仏像を彫ろう」
を11月８、15、22日に開催
しました。

講師に野中昭美さん（も
りおか歴史文化館学芸員）
を迎え、仏像に関する知識

休館前は貸出冊数２倍になります休館前は貸出冊数２倍になります休館前は貸出冊数２倍になります

講座を受けてみませんか？講座を受けてみませんか？講座を受けてみませんか？

クリスマスにちなんだ映画の上映や、絵本の読
み聞かせをします。
■日時 12月20日㈯午後1時半から２時半まで

（広報はちまんたい11月20日号の情報カレンダー
でお知らせした内容が変更となりました）
■場所 図書館会議室
■内容 映画「くるみわり人形」ほか

年末年始の長期休館を前に、貸出冊数の上限を
10冊までに増やします（視聴覚資料およびコミセ
ン図書室の資料を除く）。
■休館期間 12月28日㈰から1月６日㈫まで
■貸出冊数が増える期間 12月14日㈰から12月27
日㈯まで ※返却は、図書館の返却ポストをご利
用ください。

博物館学芸員が行う出前講座の申し込みを受け
付けています。

講座の内容についてはご相談に応じますので、
学校、幼稚園、児童団体、福祉施設の皆さん、ぜ
ひこの機会にご利用ください。

詳しい内容は、博物館へお問い合わせください。
■講座の内容 ※1月に開催する場合
例）・小正月のみずき団子づくり

 ・十二支のおはなし
 ・お正月のあそび など

学芸員が行う出前講座をご利用ください講座「仏像を彫ろう」を開催しました

身近な材料を使った工作を行います。
詳しくは、図書館へお問い合わせください。

■日時 27年1月９日㈮午後1時から
■場所 図書館会議室
■定員 児童先着12人（低学年は保護者同伴）
※定員になり次第締め切ります。

読書マラソンは、12月27日㈯で終了します。ファ
イル提出期間は、12月27日㈯から1月９日㈮まで
です。

冬の映画会とおはなしのじかんを同時開催

年末年始は長期間休館します

冬休み工作教室を開きます

読書マラソン終了まで１カ月切る

◇◆◇◆◇ 新着ＣＤ紹介 ◇◆◇◆◇
タイトル 演奏者など

髙橋 40 年 髙橋 真梨子
決定盤 ドラマの時代ベスト ポニーキャニオン
ＯＮ ＡＩＲ ＴＨＥ ＢＥＡＴＬＥＳ

年末年始の休館について
博物館は、12月29日㈪から1月５日㈪まで

休館します。1月６日㈫からは、通常どおり
開館します。

を深めた後、仏像作りに挑戦。今回のモデルは「佐
比内山神像」で、参考資料を見つつ、初めて使う道
具に悪戦苦闘しながらも、皆さん、楽しんで受講

していました。
講座を通して、地

域の神様や絵馬など
に関心を持ち、地域
の宝を次の世代へと
伝えていただきたい
と思います。

講師の野中昭美さん

仏像を彫る受講生の皆さん

20No.₂₀₉◎₂₀₁₄．₁₂． ₄

（10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）

№ 111

広報クイズ
12月４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 ９月22日㈪ 消印有効
◎第110回の正解�11月25日�◎応募者数�20人�◎正解者数�20人
◎当選者 渡辺幸さん（大更）、遠藤朱梨さん（西根寺田）、久世教枝さん（柏台）

新庁舎の冷暖房に活用
しているのは○○熱？

◎男の子
髙橋 和

かずま
眞（豊・香織／中沢）

原田 大
やまと
和（寿寛・ちひろ／北村）

◎女の子
田村 心

こ こ
咲（翼・優季／両沼）

伊藤 幸
ゆきね
峰（宜紀・久美子／川原目）

座喜味 燦
さんさ
（盛一郎・彩／五百森）

濱畑 陽
ひなか
珂（茂・綾那／上平笠）

安保 奏
かなた
（祐介・美佳／田山下）

竹田 衣
い ち か
知花（樹・幸恵／渋川）

遠藤 帆
ほ の か
乃香（裕司・志帆子／両沼）

橋本 拓也 ／荒屋

佐藤 菜月 ／浅沢第1

伊藤 公信 ／寄木新田

佐々木 彩花 ／紫波町

鈴木 良和 ／時森

田村 瑞希 ／時森

小野寺 ミワ 97歳 共新

川又 トメ 92歳 新興矢神

伊藤 ナカ 90歳 金沢

齋藤 キヨ 93歳 荒屋

田村 サヨ 81歳 岡村

佐々木 キノ 98歳 時森

髙橋 トメ 100歳 南平笠

安保 モミ 94歳 田山上

松村 與一郎 83歳 下町一区

八角 力也 23歳 山崎

伊藤 健一 87歳 下平笠

工藤 一二三 86歳 高宮

髙橋 照雄 70歳 南平笠

髙橋 範行 51歳 中沢

工藤 拓子 44歳 石名坂

渡邊 ヨシ 86歳 共新

佐々木 兼助 88歳 松尾

田村 利貞 89歳 五百森

藤田 健一 91歳 五日市２区

髙橋 ツ子 103歳 野駄

小野寺 ヤヱ 86歳 荒木田

瀬川 清悦 85歳 駅前二区

立花 ミチ 87歳 駅前一区

髙橋 マツヱ 84歳 上平笠

村木 平一郎 83歳 東

瀨野木 富次郎 88歳 畑

畠山 武夫 81歳 北寄木

佐藤 ヨシエ 84歳 石名坂

■人口の動き【10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 16,710（－28） 6,271（－3）
松尾地区 6,134（

＋

2） 2,364（－1）
安代地区 4,887（－1） 1,879（

＋

4）
合 計 27,731（ー27） 10,514（0）
男 性 13,372（－9）
女 性 14,359（－18）

出生 11 死亡 34
転入 59 転出 63

項 目 10月 累 計
人身事故 4 33
物損事故 48 408
負 傷 者 6 51
死 者 0 1
飲酒運転 1 5
火 災 0 8
救 急 122 1014

健やかに

お幸せに
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