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広報クイズ
７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
くりの参考にいたします。
◎�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 ７月27日㈪消印有効
◎第117回の正解 市役所結のひろば ▶応募者12人 ▶正解者12人
▶当選者 伊藤亜由美さん（帷子）、松尾コノエさん（松尾）、工藤キヌさん（松尾）

対面することなく、
電話などで行う詐欺
の総称は「○○詐欺」

（５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）

■交通事故発生件数など ※（ ）は前年同月の数■人口の動き【５月31日現在 （ ）は前月比】 夏休み子ども向けイベント開催

読書マラソンの参加者を募集中
図書館では、読書マラソンを開催します。図書

館で本を借りた時に発行されるレシートをつづ
り、読書冊数を競います。また、夏休み期間中だ
けのミニマラソンもあります。
▶期間 ７月20日㈪から12月28日㈪まで ※ミニ
マラソンは、７月20日㈪から8月20日㈭まで
▶部門 ❶幼児読み聞かせの部❷小学校低学年の
部❸小学校高学年の部❹大人の部（中学生以上）
▶申し込み ７月20日㈪までに図書館に申し込ん
でください。

 利用カード発行・更新時は身分証をお忘れなく
図書などを借りる際に必要な利用カードの有効

期間は３年です。カードの新規登録や更新時には、
身分証（学生証、運転免許証など）の提示を求めま
すので、ご協力をお願いします。

夏の映画会
夏の夜、野外で映画を楽しみましょう。

▶日時 ７月24日㈮午後７時半から
▶場所 市立図書館駐車場
▶内容 「百目のあずきとぎ」ほか
※ 雨天時は、お話室での上映となります。
※ 必ず保護者同伴で参加してください。

子ども手作り絵本教室
自分だけのオリジナル絵本を作ろう。

▶日時 8月５日㈬午後１時から
▶場所 市立図書館会議室
▶対象 小学生12人

子ども図書館体験
図書館の仕事を体験してみよう。

▶日時 8月12日㈬午前10時半から
▶対象 小学生10人程度
▶場所 市立図書館
▶応募期限 8月９日㈰
※ 詳細は、問い合わせください。

◎男の子

伊 陽
は る と

大（一樹・徳江／下町二区）

藤澤 遥
は る と

人（弘之・利佳／金沢）

柏田 海
か い と

翔（裕一・静香／南寄木）

◎女の子

岡外 彩
い ろ は

花（広樹・京子／駅前）

畑 夢
ゆ め あ

愛（友行・早／仲町）

石田 もえ（逸平・恵／荒屋新町）

川崎 陽
ひ ま り

葵（裕也・美樹／細野）

藤原 晋司 ／宮古市

工藤 恵美子 ／田頭

田村 ヨスノ 84歳 荒木田

圷 栄二 56歳 薬師

立花 運吉 82歳 五日市３区

吉田 サメ 92歳 共新

安保 長三郎 91歳 田山下

石川 昭二 83歳 間羽松

工 正傅 84歳 仲町

兎澤 義雄 85歳 小福田

工 光一 76歳 下町二区

古川 民雄 80歳 仲町

小野寺 ナヨ 90歳 上関

髙橋 優 58歳 上平笠

中村 モヨ 83歳 舘沢

山本 マツヱ 84歳 舘市

佐藤 マツヱ 97歳 山崎

菊池 慶夫 82歳 共新

乙部 ミヨス 79歳 野駄

勝又 政     89歳 中松尾

松浦 菊野 82歳 堀切

髙橋 ソノエ 84歳 上平笠

藤原 久夫 74歳 町組

工藤 次男 87歳 中村

お幸せに

（

健やかに

項 目 3月 4月 5月 1月からの累計
人身事故 4（3） 1（3） 4（4） 15（19）
物損事故 64（54） 23（25） 25（37） 214（232）
負 傷 者 2（4） 1（5） 4（7） 16（25）
死 者 1（0） 0（0） 0（0） 1（1）
飲酒運転 1（1） 0（0） 0（0） 2（4）
火 災 0（2） 1（0） 2（0） 3（６）
救 急 110（82） 73（99） 107（98） 525（469）

地 区 人 口 世 帯 数
西根地区 16,530（－20） 6,279（

＋

4）
松尾地区 6,037（－19） 2,346（－4）
安代地区 4,826（±0） 1,878（－1）
合 計 27,393（ー39） 10,503（ー1）
男 性 13,194（－24）
女 性 14,199（－15）

出生 9 死亡 25
転入 36 転出 59

※広報はちまんたい５月14日号（№219）、６月４日号 (№221)の「交通事故発生件数など」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正します。

夜の博物館に行きませんか

夏休み自由研究&工作講座を開催
博物館では、小学生を対象に「夏休み自由研究＆

工作講座」を開催します。
テーマは「伝統的な年中行事について」。年中行事

を『ハレ（非日常）』と『ケ（日常）』のものに分類する
とともに、各行事の今と昔の違いについて学びま
しょう。また「ハレ」の日の郷土料理をちぎり絵で表
現する工作を行いながら、理解をより深めます。

夏休みの宿題として、楽しく勉強しませんか。皆
さんの参加をお待ちしています。参加は無料です。
■開催日程・場所（定員は各会場15人）
▶７月29日㈬【市博物館】
▶７月30日㈭【市立図書館】
▶７月31日㈮【松尾コミュニティセンター】
■時間 午前10時から11時50分まで
■申し込み方法 電話にて申し込みください。
■持ち物 筆記用具、のり

博物館では、ナイト
ミュージアムを開催し
ます。

無数の灯籠がともる
入口を過ぎると、そこ
は博物館の夜の世界。

ようこそナイトミュージアムへ

ちょうちんの明かりで博物館を探検してみよう。
また、市の昔話の読み聞かせも行います。
“わくわく、どきどき”夜の博物館へどうぞ足を

お運びください。入場は無料です。
■開催日時 8月11日㈫午後５時から8時まで

（入場は午後７時半まで）
◎同時開催 「香川弘夫の世界」

安代地区出身の詩人香川弘夫氏の作品や功績を
紹介する特別展示と、劇団「ふるさと発信株式会
社」による詩の朗読会を実施します。
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