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広報クイズ
４月９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 ４月₂₇日㈪消印有効
◎第₁₁₄回の正解 安比塗 ▶応募者₁₆人 ▶正解者₁₅人
▶当選者 山村辰哉さん（大更）、遠藤芳子さん（松尾寄木）、阿部愛子さん（荒屋新町）

ＪＲ花輪線北森駅と
市役所庁舎をつなぐ
自由通路の愛称は？

※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） 新年度のイベントも充実！新年度のイベントも充実！新年度のイベントも充実！

こどもの読書週間が始まりますこどもの読書週間が始まりますこどもの読書週間が始まります

 ことし９月に迎える市制施行10周年を記念し
て、不動の滝にまつわる伝説や伝統芸能、これま
でに開催したイベントの模様、本市から見える雄
大な岩手山などを紹介する写真展を開催します。

日頃、何気なく見過ごしてしまう景色も、写真
で見ることにより、新たな魅力が発見できるで
しょう。また、皆さんがまだ知らない、隠された
市の伝説が紹介されるかもしれません。トピック
展をご覧になった後、ぜひ、現地に赴いてみては
いかがでしょうか。

トピック展は、次のとおり開催します。
■開催期間 5月1日㈮から７月31日㈮まで
■休館日 月曜日 ※月曜日が祝日の場合、翌平
日
■開館時間 午前９時から午後４時半まで ※
入館は午後４時まで

はくぶつかん祭りは５月10日トピック展を開催します！
お待たせしました！ 毎年恒例の「春のはくぶ

つかん祭り」は、5月10日㈰に開催します。内容は
検討中ですが、今年も数種類の体験講座を行う予

博物館友の会会員を募集
市博物館友の会では、27年度の会員を募集して

います。市の歴史・文化を勉強したい人、博物館が
開催するイベントなどをお手伝いできる人など、
ぜひ、友の会へ入会し、一緒に博物館を盛り上げ
ませんか。
■会員特典 27年度内、市博物館入館無料
■問い合わせ先 同会事務局（☎63-1122）まで
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定です。詳細が決まり
次第、ポスターやチラ
シでお知らせしますの
で、お見逃しなく！

◎男の子
小林 柊

しゅう
（淳・里美／山崎）

小澤 翔
しょうた

太（斉・美幸／町組）

◎女の子
三橋 椿

つ ば き
生（健人・浩恵／荒屋新町）

澤瀬 美
み ゆ う

結（慎也・希／両沼）

伊 芽
め い り

梨（公紀・美緒／上寄木）

遠 凛
り ら

咲（雅元・祐子／両沼）

八幡 真司 ／苗石田

佐藤 天恵 ／奥州市

砂子田 和伯 ／両沼

千葉 寛美 ／両沼

井上 マツエ 90歳 山子沢

伊 ミネ 93歳 下平笠

工藤 昭一 87歳 下町一区

松村 由太郎 71歳 渋川開拓

髙橋 昭三 86歳 五百森

安保 キヌ 78歳 仲町

羽沢 ツル 94歳 五日市３区

小野寺 心一 60歳 わし森

本宮 博 90歳 秋葉

工藤 光子 88歳 松川

高橋 萬作 82歳 共新

森 フクエ 92歳 駅前一区

𠮷田 キクエ 80歳 中村

髙橋 吉男 93歳 北寄木

八嶋 アサ 71歳 下町三区

伊藤 アイ 86歳 帷子

松本 トミ子 90歳 上寄木

梶本 範生 61歳 大花森

佐々木 德 79歳 中松尾

大巻 三男 73歳 両沼

小泉 ヨシエ 80歳 大泉

遠藤 サメ子 88歳 駅前二区

竹田 榮藏 81歳 渋川

土沢 由藏 92歳 浅沢第2

髙橋 ナカ 94歳 上野駄

伊藤 均 63歳 高宮

渡邊 榮吉 83歳 五百森

角舘 トシヱ 96歳 石名坂

田代 キノ 84歳 柏台三丁目

工藤 一由 45歳 渋川開拓

伊藤 一男 79歳 薬師

お幸せに

（

健やかに

（

■交通事故発生件数など ※（ ）は前年同月の数

項 目 ２月 １月からの累計
人身事故 ４（８） ６（９）
物損事故 44（39） 96（116）
負 傷 者 ６（７） ８（９）
死 者 ０（１） ０（１）
飲酒運転 １（１） １（３）
火 災 ０（２） ０（４）
救 急 114（94） 235（190）

■人口の動き【２月28日現在 （ ）は前月比】
地 区 人 口 世 帯 数
西根地区 16,630（－24） 6,255（－３）
松尾地区 6,104（－３） 2,356（－２）
安代地区 4,850（－１） 1,875（

＋

３）
合 計 27,584（ー28） 10,486（－２）
男 性 13,305（－14）
女 性 14,279（－14）

出生 8 死亡 38
転入 21 転出 19

４月23日からこどもの読書週間 子ども図書館まつりを開催

「本は キラキラ 万華鏡」の標語を掲げ、４月
23日㈭から、読書週間を実施します。
『こどもたちにもっと本を、こどもたちにもっと

本を読む場所を、との願いから「こどもの読書週
間」は1959（昭和34）年に誕生しました。こどもに読
書を勧めるだけでなく、大人にとってもこどもの
読書の大切さを考えるとき、それが「こどもの読書
週間」です。』（引用＝公益社団法人読書推進運動協
議会）

この機会に、親子で読書に親しみましょう。

◎図書館の活動
▶新刊子どもの本を読む会（第1土曜日午前10時
から）
▶あみぐるみ教室（第2金曜日午前10時から）
▶おはなしのじかん（第2・第４土曜日午前2時半
から）
◎サークル活動
▶日本近代史を学ぶ会（第３月曜日午後1時から）
▶八幡平短歌会（第３土曜日午後1時から）

参加希望者は、図書館へ問い合わせください。

定期開催行事などの日程

子ども図書館まつりを開催します。お話ボラン
ティア「おはなしちゅーみん」によるお話会や本の
交換会などの実施を予定しています。
■日時 5月10日㈰午後1時半から
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