
5/ １ 金

２ 土 ●奇跡のピアノコンサート 5 日まで（角館町平福記念美術館11：00 ～、13：30 ～） 4/16･P19

３ 日

４ 月

５ 火

６ 水

７ 木 ●議会報告会・意見交換会（詳しい時間・会場は 5 ページをご覧ください） P5

８ 金
●議会報告会・意見交換会（詳しい時間・会場は 5 ページをご覧ください） P5

●運動サークル無料体験【3B体操】（健康管理センター10：00 ～） 4/16･P13

９ 土
●議会報告会・意見交換会（詳しい時間・会場は 5 ページをご覧ください） P5

●本とあそぼう　全国訪問おはなし隊（総合情報センター・学習資料館10：00 ～11：05） P13

１０ 日

１１ 月
●春の全国交通安全運動 20日まで P19

●運動サークル無料体験【健康体操】（健康管理センター10：00 ～） 4/16･P13

１２ 火

●大曲養護学校せんぼく分教室「春まつり」（大曲養護学校せんぼく分教室（角館児童館内）

9：50 ～11：40） P16

●犬の登録・春の狂犬病予防集合注射【田沢湖地区】（詳しい時間・場所は 4 月16 日号

10 ページをご覧ください） 4/16･P10

１３ 水

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター13：00 ～16：00） P9

●こころの相談（角館交流センター） P9

●うきうき広場（さくラッコ10：30 ～11：30） P15

●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） P17

●行政相談所開設日（神代出張所 13：00 ～16：00） P17

●犬の登録・春の狂犬病予防集合注射【田沢湖地区】（詳しい時間・場所は 4 月16 日号

10 ページをご覧ください） 4/16･P10

１４ 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） P17

●犬の登録・春の狂犬病予防集合注射【田沢湖地区】（詳しい時間・場所は 4 月16 日号

10 ページをご覧ください） 4/16･P10

●運動サークル無料体験【気功体操】（健康管理センター10：00 ～） 4/16･P13

１５ 金

１６ 土

１７ 日

１８ 月
●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（西木公民館 10：00 ～12：00） P17

●犬の登録・春の狂犬病予防集合注射【西木地区】（詳しい時間・場所は 4 月16日号10 ペー

ジをご覧ください） 4/16･P10

１９ 火
●鎧畑ダム管理演習（鎧畑ダムから堂田警報所まで 9：00 ～17：00） P19

●犬の登録・春の狂犬病予防集合注射【西木地区】（詳しい時間・場所は 4 月16日号10 ペー

ジをご覧ください） 4/16･P10

２０ 水

●えくぼの会（角館交流センター10：00 ～14：00） P9

●こころの相談（田沢湖健康増進センター） P9

●ふるさと講座「山の湖の物語」の世界（田沢湖総合開発センター13：30 ～15：00） P12

●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） P17

●行政相談所開設日（田沢湖総合開発センター13：00 ～16：00） P17

●犬の登録・春の狂犬病予防集合注射【角館地区】21日まで（詳しい時間・場所は 4 月

16日号10 ページをご覧ください） 4/16･P10
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地域の話題

市役所からのお知らせ

保健・健康の掲示板

チャレンジデー2015　イベント
開催のお知らせ

まちづくり日記／かくのだて
フィルムコミッション　ロケー
ションだより

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／介
護保険事務所からのお知らせ

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　車での移動が困難になる角
館の桜まつりと９月のお祭り。こ
の時活躍するのがお気に入りの自
転車。活躍の場は以上です。せっ
かくなのでもっと利用せねば！と
思い、昨年は車に積んで移動した
先で自転車使用、などと無理やり
活用していました。今年の初乗り
はゴールデンウィーク！雨が降ら
ないことを祈ります。

TK　 前 号 か ら 広 報 で も お 知 ら
せしているチャレンジデー。昨
年の私は、３㌔のランニングを
決行。体を動かす習慣のなかっ
た私が現役時代と同じペースで
走った結果、序盤でバテバテに。
最後は意地だけで走り切りまし
たが翌日は案の定筋肉痛でつら
い目に。当日は無理のない範囲
で運動しようと思います。

MT　今年の桜は満開になるのが
例年より早いですね。お花見客
で角館はにぎわいを連日見せて
います。刺巻のミズバショウ、八
津鎌足のカタクリが咲き誇るこ
の季節は気持ちも高まり、春の
息吹をひしひしと感じます。ゆっ
くり春を眺める余裕がほしいで
すが、撮影機会を逃さないよう
にカメラは持参しておきます。

戸籍の窓口から

3月届出分・敬称略

第 3 セクター情報

人口
男
女

世帯数

28,384 人　  （- 137）
13,233 人　　（- 57）
15,151 人　　（- 80）
10,783 世帯　（- 18）

出生
死亡
転入
転出

13 人
47 人

102 人
205 人

人の動き（平成 27 年 4 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☎

リフレッシュ「湯治プラン」　5月11日（月）～7月17日（金）まで

　2泊3日（5食付）でおひとり様 10,800円（ご延泊、1泊につ　

　き 5,000円追加　1室1名様ご利用の場合、1,080円増し）

町内会・老人クラブ・各種会合などにオススメ！「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）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。

休館日のお知らせ

　館内メンテナンス・ボイラー法定点検のため

　5月18日（月）～ 21日（木）までの4日間休館となります。

　ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

52-2438☎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

米蔵入口

5月5日（火・祝）まで　銀座歌舞伎座・開運の小槌

　「福」をたっぷり詰め込んだ江戸時代から続く縁起物

米蔵2F

5月2日（土）～ 5月5日（火・祝）　ペーパークラフト展

レストラン北蔵

5月10日（日）　母の日ランチ

　11:00 ～ 14:00　おひとり様 1,500円　ご予約承り中！

小玉一
か ず と

翔（知広・刺巻字刺巻）

梶山彗
すい

　  （亮・岡崎字大屋敷）

安藤凜
り み

美（郁弥・神代字柏林）

大石稜
い ず き

希（清純・梅沢字東田）

嶋津里
り さ

咲（裕之・上菅沢）

髙橋直
なおつぐ

嗣（直啓・勝楽）

橋本紬
つむぎ

　  （幹也・川原町）

櫻田詠
え い と

友（賢太郎・西勝楽町）

林崎桃
も も こ

子（和幸・雲然荒屋敷）

上野里
さ と わ

和（和義・上桧木内字浦子内）

原颯
そうすけ

介　  （正樹・門屋字六本杉）

千葉咲
は な

花（崇・上荒井字田屋）

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。

佐藤慶子（95 歳・田沢字春山）

三浦茂男（85 歳・生保内字武蔵野）

池田修　  （78 歳・生保内字武蔵野）

金本法雄（79 歳・生保内字武蔵野）

熊谷次郎（68 歳・生保内字街道ノ上）

髙橋俊美（83 歳・生保内字宮ノ後）

柴田政文（42 歳・生保内字浮世坂）

佐々木貞（79 歳・生保内字宮ノ前）

倉橋フヨ（86 歳・生保内字小杉沢口）

髙橋ライ（88 歳・刺巻字六枚）

坂本榮　  （78 歳・田沢字供養佛）

羽根川次吉（67 歳・田沢字先達）

伊藤シン（101 歳・小松字城廻）

伊藤浩　  （78 歳・小松字城廻）

藤川忠助（84 歳・角館東前郷字後川）

伊藤二子（84 歳・角館東前郷字下道）

三浦サツ（84 歳・神代字生田中村）

佐藤雪美（39 歳・卒田字中野）

大石信　  （90 歳・神代字大石野）

門脇エミ子（80 歳・卒田字柴倉）

八栁武二（86 歳・卒田字蟹沢口）

能美和子（47 歳・神代字荒川尻関向）

能美栄喜（57 歳・卒田字中野）

藤澤フミ（95 歳・西下タ野）

歌代清次（89 歳・岩瀬）

中嶋キク（86 歳・細越町）

髙橋祐次（85 歳・川原町）

黒沢朝治（82 歳・山谷川崎大黒沢）

黒澤太郎（85 歳・山谷川崎大黒沢）

松本佐代子（60 歳・小勝田松ケ崎）

青山久子（79 歳・小勝田松ケ崎）

能美愛子（92 歳・小勝田間野）

伊藤正子（67 歳・西長野上野）

眞田友治（98 歳・雲然荒屋敷）

戸澤壽助（75 歳・雲然荒屋敷）

山形勇之助（86 歳・下延切欠田）

田代ハナ子（93 歳・白岩上西野）

古郡愽志（59 歳・広久内下中川原前田）

佐藤操　  （89 歳・桧木内字松葉）

佐々木愛子（71 歳・小山田字鎌足）

門脇キヨノ（86 歳・門屋字上門屋）

佐藤國勝（68 歳・門屋字道目木）

佐藤菊代（92 歳・西荒井字塚野腰）

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

5月22日（金）　初鰹料理フェア（会場：レストラン）

　18:30～　4,700円（飲み放題付）

さなぶり宿泊プラン＆湯治プラン　5月7日（木）～7月31日（金）まで

　1泊2食（3名様より）6,980円　（2名様より）7,980円

　1泊3食はチェックアウト13時　昼食麺類付　（3名様より）7,980円

　1日7室限定　お早めにお申し込みください。

　詳細は花葉館へ直接お問い合わせください。

グラウンドゴルフ大会予定　※（）内は参加費

　5月2日（土）　月例大会　会員限定　（500円）

　5月14日（木）　仙北市長杯　仙北市民および会員限定　（1,000円）

　5月24日（日）　認定コース更新記念大会　オープン参加　（1,000円）

　各大会、昼食350円でご用意します。（要事前申込）

　※5月27日（水）チャレンジデー　無料開放します。

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」

土・日・祝ランチバイキング開催！

　和洋中デザートまで満載！ご家族皆さまでお楽しみください♪

　【営業時間】11:00 ～ 15:00（受付終了 14:30）

　【料金】大人1,728円　小学生864円　幼児（3歳以上6歳未満）540円

東風の湯（だしのゆ）

仙北市民憩いの日　今月は5月26日（火）

　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を必ずお持ちください。
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