
4/ １ 水

２ 木

３ 金 ●角館・白岩・角館西・中川保育園入園式

４ 土

５ 日 ●平成27年春の火災予防運動 11日まで P18

６ 月
●だしのこ園入園式
●にこにこ・ひのきない保育園入園式

７ 火
●神代こども園入園式
●角館・生保内・神代・西明寺・桧木内中学校入学式

８ 水

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター） P23

●うきうき広場（さくラッコ10：30 ～11：30） P27

●行政相談所開設日（神代出張所 13：00 ～16：00） P28

●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（神代出張所 13：00 ～16：00） P29

●角館・中川・生保内・西明寺小学校入学式

９ 木
●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（社会福祉協議会角館支所 13：00 ～16：00） P29

●白岩・神代・桧木内小学校入学式

１０ 金 ●かくのだて幼稚園入園式

１１ 土
●おはなし会『うさぎのみみ』（仙北市総合情報センター10：00 ～11：00） P28

●市民公開セミナー＆無料相談会（田沢湖総合開発センター13：30 ～16：00） P28

●刺巻水ばしょう祭り 5 月 6 日まで

１２ 日 ●秋田県議会議員一般選挙投・開票予定日 3/16･P13

１３ 月

１４ 火

１５ 水

●えくぼの会（角館交流センター10：00 ～14：00） P23

●こころの相談（田沢湖健康増進センター） P23

●行政相談所開設日（田沢湖総合開発センター13：00 ～16：00） P28

●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（田沢湖総合開発センター13：00 ～16：00） P29

１６ 木
●わくわく広場（さくラッコ10：30 ～11：30） P27

●行政相談所開設日（角館交流センター13：00 ～16：00） P28

１７ 金
●『ふるさと納税  ふるさと便事業』出品希望者説明会（角館交流センター18：00 ～） P16

●笑いの会（角館健康管理センター10：00 ～11：30） P23

●新入社員歓迎激励会（角館交流センター13：30 ～） P28

１８ 土
●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10：00 ～） P25

●かたくり群生の郷開園 5 月 3 日まで（予定）

１９ 日 ●春の一斉クリーンアップ（市内各地区・町内 6：00 ～） P17

２０ 月
●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（社会福祉協議会西木支所 10：00 ～12：00） P29

●角館の桜まつり 5 月 5 日まで
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カラ吹き源泉事故について

平成27年度仙北市機構改革

平成27年度施政方針

平成27年度当初予算概要

平成27年度の主な事業

地域の話題

市役所からのお知らせ

「地方創生特区」第一弾に仙北市／
かくのだてフィルムコミッション
ロケーションだより

保健・健康の掲示板／介護保険事務
所からのお知らせ

学び・ふれあい・心豊かに 生涯学習

図書館情報局

子育てインフォメーション

おしらせナビ

戸籍の窓口から／カレンダー・目次

広告

つ ぶ や き

広報担当者の

SR　冬に逆戻りの3月下旬。それ
までの好天で週明けの雪予報も

「積りはしないだろう」とタイヤ
交換を検討。いざ土日になると
億劫になり「そんなに急がなく
ても」と思考を切り替え。おか
げで数日間の積雪に対応するこ
とができました。結局何もして
いないのに「うまくいった」（と
思うようにしている）事例です。

TK　自分の担当するページのレ
イアウトの大幅な変更に初めて
挑戦しました。着々と迫ってく
る締切日におびえつつも雑誌な
どを参考に試行錯誤を繰り返し、
どうにか完成までこぎつけまし
たが、思った以上に時間がかか
り改めて誌面作りの難しさを感
じました。

YR　今回の広報編集も終盤を迎
えた頃、天候が崩れ雪の日が続
きました。一面真っ白になった
景色に予定していた写真が撮影
できず締め切りぎりぎりに。年
度末、最後の編集も焦りました
が、係内の協力でなんとか撮影
にこぎ着け入稿し、ほっ。いつ
もみんなのフォローに感謝です。

戸籍の窓口から

2月届出分・敬称略

第 3 セクター情報

人口

男

女

世帯数

28,521 人　　（- 49）
13,290 人　　（- 13）
15,231 人　　（- 36）
10,801 世帯　 （-   4）

出生
死亡
転入
転出

8 人
40 人
18 人
35 人

人の動き（平成 27 年 3 月 1 日現在）

※外国人登録者含む。（）内は前月比増減数

株式会社　西宮家

株式会社　アロマ田沢湖

西木温泉　クリオン

株式会社　花葉館

47-2010☎

春爛漫、クリオンの「ご宿泊プラン」

　おひとり様9,330円～　お花見の後はゆっくり温泉に入って、

　おいしい食事を食べて春を満喫しましょう！

ゆったりくつろぐ「おすすめ日帰りプラン」

　お料理3,000円～（4,000円以上ご利用でおひとり様につき、

　お銚子1本サービス）各種宴会、会合にピッタリ！特典も満載

　の日帰りプランでゆったりとおくつろぎください。

花いっぱいの仙北市、お花見のお供に♪

　お花見弁当、立ち寄り昼食大歓迎！オードブル（6,000円～）、

　折詰（2,000円～）などお花見期間中（4月18日～ 5月6日）

　のご予約、大好評承り中！

株式会社　西宮家

株式会社　アロマ田沢湖

西木温泉　クリオン

株式会社　花葉館

52-2438☎

米蔵2F

4月24日（金）～26日（日）　日本刺繍作品展（日本刺繍の会　花車）

照島陽
は る

華（憲仁・生保内字上滝沢）

種倉獅
し お ん

凰（徹・下菅沢）

山方陽
ひ な

菜（賢一・上野）

渡邊朝
あ さ ひ

陽（孝徳・表町上丁）

黒山丈
じょう

（忍・西長野鬼壁）

石郷岡快
かいしん

志（広之・雲然山口）

梁田いちほ（豪・西明寺字宮田）

おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

※表記の価格はすべて税込価格です。

千葉雄一郎（85 歳・生保内字中村）

佐々木末二（84 歳・生保内字武蔵野）

進藤喜一（56 歳・生保内字武蔵野）

小木田タマヱ（81歳・生保内字街道ノ上）

藤原清男（84 歳・生保内字水尻）

髙山俊男（82 歳・生保内字水尻）

羽根川キン（90 歳・田沢字見附田）

佐々木容子（80 歳・小松字谷地中）

藤村ウメ（90 歳・岡崎字鎌川）

鈴木昭三（87 歳・岡崎字内村）

淺利愛子（86 歳・神代字竹原）

草薙格治（88 歳・神代字下生田）

細川郷子（75 歳・神代字戸伏松原）

大石ルイ子（82 歳・梅沢字森腰）

村田繁夫（78 歳・卒田字白籏）

戸嶋吉右衛門（88 歳・西田）

伊藤チヤ子（69 歳・西野川原）

八桺昌子（80 歳・山根町）

戸澤礼子（90 歳・川原赤平）

鈴木ミホ（87 歳・西長野熊堂）

門脇マサヱ（95 歳・西長野中泊）

千葉澄子（87 歳・西長野古寺）

茂木須名子（83 歳・西長野鬼壁）

後藤冨士子（84 歳・雲然荒屋敷）

髙橋アサヱ（91 歳・下延西川原）

髙橋ミヱ（94 歳・白岩念仏殿）

熊谷達雄（89 歳・白岩上西野）

髙橋チヨ（96 歳・薗田家ノ東）

橋本賢藏（83 歳・上桧木内字西下戸沢）

田中リヱ（106 歳・上桧木内字宮田）

浅利イサ（95 歳・桧木内字中島）

伊藤康正（90 歳・桧木内字松葉）

猪本チヨノ（94 歳・西明寺字十二峠）

齋藤ハマ（92 歳・小山田字林崎）

門脇まさ（100 歳・小山田字沢口）

佐藤一男（66 歳・門屋字東田）

佐藤幸一（85 歳・小渕野字前田野）

おくやみもうしあげます　…氏名（年齢・住所）

株式会社　西宮家

株式会社　アロマ田沢湖

西木温泉　クリオン

株式会社　花葉館 ☎ 55-5888

4 月1日（水）より　日帰り宴会プラン 2,980円～

　　　　　　　　　　特選プラン（特製定食）1,300円～

4月29日（水・祝）　小桜舞子ディナーショー

　おひとり様5,700円　18:00～（お食事）　19:00（開演）
グラウンドゴルフ

4月10日（金）グラウンドゴルフ、ゲートボール合同安全祈願祭

　4月11日～ 24日までグラウンドゴルフ場無料開放。

花葉館グラウンドゴルフ友の会会員募集中（随時受付）

　【年会費】一人1,000円　【会員特典】会員証提示でレストラン

　飲食代5%割引、入浴料50円引き。

ポイントカード発行。貯めたポイントで特典いろいろ。

年間プレイパスポート

　【登録料】1,500円　証明用写真を1枚お持ちください。

　※レストラン・入浴料の割引はありません。

大会予定　※（）内は参加費

　4月25日（土）　月例大会　会員限定　（500円）

　4月30日（木）　小桜舞子杯　オープン参加　（1,000円）

　大会当日、出場者専用車両を運行します。（角館駅8:00出発）

株式会社　西宮家

株式会社　アロマ田沢湖

西木温泉　クリオン

株式会社　花葉館

43-2424☎

田沢湖ハーブガーデン「ハートハーブ」

4月18日（土）全館オープン！ぜひご来園ください！

　大好評！土日祝日ランチバイキング再開します！

東風の湯（だしのゆ）

仙北市民憩いの日　今月は4月26日（日）

　毎月開催『仙北市民憩いの日』は仙北市民入浴無料！

　【営業時間】7:00 ～ 21:00（受付20:00 まで）

　※仙北市民と確認できるもの（運転免許証・健康保険証等）　

　を必ずお持ちください。
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