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クリスマスお話会を開催しました

もうすぐ冬休みが明け、新学期が始まります。
残り少ない休みは、家から飛び出し、博物館を利
用してみてはいかがですか？
現在、企画展示室では、季節に合わせたスキー展

示を開催中です。昔と現在のスキー板の違いが、一
目で分かるような紹介コーナーがあります。また、
お正月遊びが体験できる「昭和レトロコーナー」や
地域の歴史を盛り込んだすごろく・かるたなどを
用意しています。ぜひ、ご家族やお友達と一緒に
博物館に来て、遊びを通して、地域の歴史・文化
を学んでみてはいかがでしょうか？

絵本から飛び出せ‼昔の道具展

残りの冬休みは博物館へ行こう

新年明けましておめでとうございます。昨
年よりも皆さまに親しんでもらえるような博
物館を目指していきます。これからも変わら
ぬご支援、ご協力をお願いします。

ような展示となっています。
▷トピック展「絵本から飛び出せ !!むかし道具展」
■期間 ２月10日㈫から３月22日㈰
■入館料 大人 200円、中学生以下無料
■休館日 月曜日（ただし、祝日の場合は翌日）

「ももたろう」「かちかち山」など絵本の中には、
今はあまり見る機会のない昔の道具がたくさん描
かれています。今回のトピック展「絵本から飛び
出せ‼むかし道具展」では、絵本に登場する昔の
道具が、何のために、どのように使われていた
のかを紹介します。無料
体験コーナーもあります
ので、昔の道具に関心を
持っていただけると思い
ます。まるで、絵本の中
から飛び出してきたかの

「ももたろう」の絵本
で使用される「糸車」

図書館では、「朗読を楽しむ会」と題し、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、読書マラソンの表彰式を
同時に開催します。参加無料、申し込みは不要です。
■日時 ２月７日㈯午後１時15分から
■場所 図書館お話室
■内容 群読「十二の月の物語」など

図書館システムの点検のため、１月13日㈫は、
インターネットでの蔵書検索を含む全てのサービ
スを終日停止します。
※松尾・荒屋コミセンの図書室は、通常開館しま
すが、蔵書検索などは利用できません。

12月７日、盛岡市を中心に活動する『うすゆき
そう文庫』から澤口杜

と し
志さんを迎え、「クリスマス

お話会」を開催しました。
親子連れなど24人が参加し、クリスマスの歌や
手遊び、絵本の読み聞かせなどが行われました。
カエルの人形を使って
演じられた、谷川俊太郎
作詩の「きりなしうた」
は、子どもたちだけでな
く、大人からも笑い声が
上がる楽しい演目でした。
お話会終了後、図書館

カエルの人形で「きり
なしうた」を披露

 図書館システムの一時停止について

で活動する「あみぐるみ教室」の皆さんから、参加
者全員に手づくりのあみぐるみがプレゼントさ
れ、ひと足早いクリスマスを楽しみました。

朗読を楽しむ会にお越しください
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（11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
小林 陽

ひなと
翔（秀幸・舞／五日市３区）

針生 陽
あきひ
光（祐太・詩織／荒木田）

武田 想
そうへい
平（大喜・珠美／両沼）

熊澤 稜
りょうたろう
太郎（威人・恵子／上関）

鈴木 結
ゆうと
翔（寿浩・けい子／上町）

伊藤 柊
しゅうご
吾（重成・友美／五日市４区）

石田 昂
たかし
士（哲也・琴子／荒屋新町）

遠 類
るい
（壮恭・夢子／寺田）

畠山 長
たける
（長太・範子／柏台三丁目）

◎女の子
八重樫 詩

うた
（誉広・園子／共新）

髙橋 ととか（伸幸・貴子／南寄木）
工藤 彩

あやね
音（善哉・彩奈／両沼）

阿部 正陽 ／畑２区
高橋 まりえ ／上野駄
中川原 壮一 ／荒屋新町
石川 友紀子 ／陸前高田市

遠藤 優太郎 ／帷子
上澤 沙織 ／帷子
髙橋 渉 ／松川
宝池 貴恵 ／盛岡市
遠藤 学 ／中村
小野寺 美佳 ／上関
髙橋 達也 ／北寄木
吉田 美幸 ／南平笠
川崎 裕也 ／滝沢市
立花 美樹 ／細野

柴田 正作 76歳 若谷地
熊谷 シマ 90歳 下町一区
工 ユキ 91歳 両沼
髙橋 典子 85歳 寄木新田
工藤 貴仁 42歳 上野駄
伊藤 ハナ 95歳 上野駄
浦部 德三郎 84歳 上関
小笠原 喜市 95歳 松久保
佐藤 ツヨミ 79歳 共新

小山田 明 64歳 田山上
工藤 ナヲ 93歳 共新
中軽米 ミツ 88歳 上寄木
佐々木 ミヨシ 91歳 野口
田村 繁 88歳 岡村
齋藤 リツ 74歳 松川
齊藤 干城 42歳 若谷地
伊 キツ 86歳 上関
藤根 慶信 84歳 寄木新田
三浦 トシ子 70歳 日瀬通
髙橋 サヨ子 80歳 北寄木
及川 滿 79歳 野駄
髙橋 タヨ 98歳 南寄木
伊藤 孫十郎 84歳 中平笠
高橋 寛一 84歳 上町
岩澤 勇人 54歳 苗石田

お幸せに

（

№ 112

広報クイズ
１月８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〒028-7397（住所不要）
☆ＦＡＸ：�74-2102
☆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 １月26日㈪ 消印有効
※第111回の広報クイズの回答も同日まで受け付けています。

今号で夢や抱負を語っ
てくれた小学生は平成
○年生まれ？

健やかに

（

（
（
（
（
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■人口の動き【11月30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 16,678（－32） 6,258（－13）
松尾地区 6,125（－9） 2,364（0）
安代地区 4,883（－4） 1,878（－1）
合 計 27,686（ー45） 10,500（ー14）
男 性 13,354（－18）
女 性 14,332（－27）

出生 14 死亡 28
転入 20 転出 51

項 目 11月 累 計
人身事故 2 35
物損事故 41 449
負 傷 者 2 53
死 者 0 1
飲酒運転 1 6
火 災 2 12
救 急 81 1095
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