
（３月届け出分）

No.116

広報クイズ
５月14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 ５月25日㈪消印有効
◎第115回の正解 結ロード ▶応募者14人 ▶正解者14人
▶当選者 高橋俊二さん（大更）、工藤誠子さん（松尾寄木）、菅原幸子さん（柏台）

北森駅前交通広場が
使用できるのはいつ
から？

合併後10年を振り返る写真展開催合併後10年を振り返る写真展開催合併後10年を振り返る写真展開催

お話会でシャボン玉作りに挑戦お話会でシャボン玉作りに挑戦お話会でシャボン玉作りに挑戦

市博物館では「写真展－彩時記－」を開催してい
ます。

写真展では、合併後10年の市の記録を紹介して
います。伝統・歴史・自然をメインに、市のこれ
までと、これから先も変わらず守り受け継いでい
きたいものの写真を展示します。

写真を通すと、いつも見ている風景が違って見
えるかもしれません。この機会に、市の魅力を再
発見してみませんか？ 皆さまの来館をお待ちし
ています。
◆トピック展 －八幡平市合併₁₀周年記念－「写
真展－彩時記－」
■開催期間 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）

八幡平市のこれまでとこれから

こども読書の日
（４月23日）に合わ
せて「出前お話会」
を開催しました。

今 回 の お 話 会
は、松野学童保育
クラブで開催。な
ぞなぞや大型絵本

ルド▶『せんたくかあちゃん』 作・絵：さとうわ
きこ／福音館書店▶『なぞなぞあそびうた』 作：
角野栄子、絵：スズキコージ／のら書店

市立図書館では、27年度のボランティアスタッ
フを募集します。参加希望者は、図書館に直接申
し込みください。 ※活動内容は見学可能です。
お気軽にお問い合わせください。
■内容（活動日時） ▶本のクリニック（毎月第３
木曜日午前10時から）▶本棚整理（毎週水曜日午後
１時から）

◆展示している写真の一部を紹介
焼走りから臨む
雄大な岩手山

夏の大イベント「市夏まつり」
（25年８月15日）

市役所新庁舎の落成式
（平成26年11月25日）

目と耳で楽しんだ出前お話会

の読み聞かせ、ジャンボシャボン玉の実験などを
行いました。
『せんたくかあちゃん』の読み聞かせに引き続い

て行ったシャボン玉の実験には、３人の小学生が
挑戦。実験に成功し、会場内にシャボン玉が浮か
ぶと、参加者から大きな歓声が上がりました。
■上演作品 ▶『999ひきのきょうだいのおひっこ
し』 文：木村研、絵：村上康成／ひさかたチャイ

■■■ 新着図書などの紹介 ■■■
書 名 著 者 名

思春期 小手鞠 るい
鬼談 京極 夏彦
太宰治の辞書 北村 薫

図書館ボランティアスタッフ募集中

大きなシャボン玉を
作る実験に成功

◎男の子
伊藤 陽

は る ひ

大（浩行・夏美／山崎）
工藤 大

ひ ろ と

翔（裕貴・綾乃／若谷地）
髙橋 侑

ゆ う だ い

大（良美・桂子／上町）
◎女の子
渡辺 ひかり（英昭・雪美／町組）
小笠原 希

の あ

愛（ひかる・菜々／寺田）
津志田 マキ（優二・ルミ／南寄木）
穐元 愛

あ い り

莉（光・望美／下町二区）
土屋 虹

に い な

奈（裕樹・温子／雇用促進（西根））

髙橋 達矢 ／寄木新田
長坂 德 ／雫石町
小笠原 洋隆 ／松久保
山影 美香 ／紫波町
山小澤 晃太 ／松川
長沼 蘭 ／松川
伊藤 悠祐 ／北村
田村 真央 ／盛岡市
穐元 光 ／下町二区
田村 望美 ／下町二区
藤原 明彦 ／北村
佐藤 由香 ／盛岡市
遠藤 忠峰 ／松久保
横澤 敏美 ／松川

武田 恭輔 ／宮城県
澤口 真紀 ／下町三区
小野寺 徹 ／北村
畑中 美香 ／岩手町
仙木 蓮 ／南寄木
照井 裕香 ／秋田県

渡辺 長八 80歳 北村
砂子田 種治 91歳 若谷地
工藤 サユコ 83歳 高宮
関 弘巳 75歳 畑１区
赤坂 保 59歳 大石平
中軽米 勝成 76歳 寄木新田
髙橋 サキ 101歳 南寄木
伊藤 七男 74歳 下町三区
高村 武也 79歳 杉沢
髙橋 進 54歳 中松尾
中軽米 トヨ 97歳 寄木新田
遠藤 清 73歳 野口
藤田 ミチ 89歳 中松尾
石川 村松 99歳 両沼
佐藤 忠美 88歳 中松尾
伊藤 セツ 87歳 五日市４区
安保 ヤヱ 90歳 柏台三丁目
滝川 サノ 91歳 町組
髙橋 壽二 83歳 わし森

湯沢 タミ 86歳 浅沢第２
工藤 ミエ 87歳 間羽松
伊藤 ノブ 87歳 山崎
工藤 ソメ 81歳 五百森
松村 正明 65歳 下町一区
髙橋 牧夫 79歳 仲町
津志田 德四郎 101歳 川原目
松村 アイ子 82歳 松川
長澤 三郎 78歳 柏台二丁目
田𠩤 ヨスノ 85歳 下町一区
打田内 一平 70歳 曲田横間
遠 末三郎 93歳 中村
伊藤 幸子 82歳 高宮
舘柳 夢美 30歳 小屋の沢
杉本 初男 82歳 兄川
齋藤 トミエ 95歳 曲田横間
佐藤 キク 86歳 田山上
田村 利雄 82歳 荒木田
勝又 タカ 89歳 曲田横間
畠山 安信 85歳 笹目
高橋 美保子 86歳 共新
畠山 直巳 90歳 豊畑
三浦 勘松 90歳 日瀬通
泉山 フサ 89歳 平長

■交通事故発生件数など ※（ ）は前年同月の数

項 目 ３月 １月からの累計
人身事故 ６（３） ₁₄（₁₂）
物損事故 ₁₀₂（₅₄） ₂₃₃（₁₇₀）
負 傷 者 ４（４） ₁₈（₁₃）
死 者 ２（０） ２（１）
飲酒運転 ２（１） ４（４）
火 災 ０（２） ０（４）
救 急 ₁₁₀（₈₂） ₃₄₅（₂₇₂）

■人口の動き【３月₃1日現在 （ ）は前月比】
地 区 人 口 世 帯 数
西根地区 ₁₆︐₅₈₄（－₄₆） ₆︐₂₅₉（

＋

４）
松尾地区 ₆︐₀₇₁（－₃₃） ₂︐₃₄₇（－９）
安代地区 ₄︐₈₃₁（－₁₉） ₁︐₈₇₅（±０）
合 計 ₂₇︐₄₈₆（ー₉₈） ₁₀︐₄₈₁（－５）
男 性 ₁₃︐₂₅₀（－₅₅）
女 性 ₁₄︐₂₃₆（－₄₃）

出生 ₁₁ 死亡 ₅₀
転入 ₁₂₂ 転出 ₁₈₀

※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）。
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