
6/ １ 月

●秋田駒ヶ岳山開き（駒ヶ岳八合目登山口10：10 ～） 5/16･P4

●第1 回パソコンセミナー（総合情報センター 9：00 ～12：00） 5/16･P14

●無料人権・困りごと特設相談所開設日（角館庁舎、田沢湖総合開発センター、社会福祉協議

会西木支所 10：00 ～15：00） 5/16･P15

２ 火 ●第1 回パソコンセミナー（総合情報センター 9：00 ～12：00） 5/16･P14

３ 水
●えがおサロン（田沢湖健康増進センター13：00 ～16：00） P15

●第1 回パソコンセミナー（総合情報センター 9：00 ～12：00） 5/16･P14

４ 木
● 6月ふれあい子育て広場（田沢湖総合開発センター10：00 ～11：00） P19

●リズムダンス教室（西木公民館 10：00 ～11：30） 5/16･P12

●ヘルシースリム講座（角館交流センター18：00 ～19：30） 5/1･P12

５ 金

６ 土 ●おはなし会『うさぎのみみ』（総合情報センター10：00 ～11：00） P21

７ 日
●第11回オープントーナメント武心会・第9回東北ウェイト制ジュニア空手道大会（角

館中学校体育館 10：00 ～） P21

８ 月

９ 火
●こころの相談（角館交流センター） P15

●パッチワーク教室（桧木内地区公民館 10：00 ～15：00） P16

１０ 水

●献血（詳しい時間・場所は15 ページをご覧ください） P15

●うきうき広場（さくラッコ11：00 ～12：00） P19

●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） P22

●行政相談所開設日（神代出張所 13：00 ～16：00） P23

１１ 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） P22

●リズムダンス教室（西木公民館 10：00 ～11：30） 5/16･P12

●ヘルシースリム講座（角館交流センター18：00 ～19：30） 5/1･P12

１２ 金
●第36回さつき展示会（田沢湖観光情報センター「フォレイク」（JR 田沢湖駅内）13：00 ～

17：00） P21

１３ 土

●第36回さつき展示会（田沢湖観光情報センター「フォレイク」（JR 田沢湖駅内）9：00 ～

17：00） P21

●かくのだて歴史案内人組合新人募集と養成講座（角館樺細工伝承館 9：00 ～15：00） P22

●陸上自衛隊東北方面音楽隊コンサート（仙北市民会館 14：00 開演） 5/16･P14

１４ 日
●第36回さつき展示会（田沢湖観光情報センター「フォレイク」（JR 田沢湖駅内）9：00 ～

15：00） P21

●かくのだて歴史案内人組合新人募集と養成講座（角館樺細工伝承館 9：00 ～15：00） P22

１５ 月

●リンパケアセラピスト養成講座（田沢湖総合開発センター13：30 ～ 15：30、17：30

～19：30） P16

●大曲養護学校せんぼく分教室夏のおもてなしふれあい展～茶房「せんぼくや」19日まで（外

町交流広場10：00 ～11：30） P21

●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（紙風船館 10：00 ～12：00） P22

１６ 火

１７ 水

●えくぼの会（角館交流センター10：00 ～14：00） P15

●こころの相談（田沢湖健康増進センター） P15

●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） P22

●行政相談所開設日（田沢湖総合開発センター13：00 ～16：00） P23

●若返り教室（角館交流センター10：00 ～11：30） 5/16･P11

●山野草の寄せ植え講座（西木公民館 13：30 ～15：30） 5/16･P12

●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） 5/1･P12

１８ 木

●手作り教室（田沢湖図書館 10：00 ～） P17

●わくわく広場（さくラッコ10：30 ～11：30） P19

●「やさいの花」第6回定期朗読公演（総合情報センター13：30 ～15：00） P21

●行政相談所開設日（角館交流センター13：00 ～16：00） P23

●リズムダンス教室（西木公民館 10：00 ～11：30） 5/16･P12

●ヘルシースリム講座（角館交流センター18：00 ～19：30） 5/1･P12
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地域の話題

お知らせします。2つの給付金。

市役所からのお知らせ

平成26年度　仙北市の財政状況

保健・健康の掲示板

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

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

おしらせナビ／介護保険事務所
からのお知らせ

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　昨年から足の負傷が止まり
ません。治りかけると逆の足を
痛める負のスパイラル。痛めた
足を無意識にカバーし、逆の足
の負担が大きくなってしまった
のでしょうか。痛い右足を甘や
かさず普段通り振る舞い、左足
の負担を軽減する。そうするこ
とで左足のケガ再発防止につな
げる。強い気持ちで治療した結
果、両足共倒れにならないよう
気をつけます。
　
TK　暖かくなり外で行われるイ
ベントが増えてきました。広報
のほかにホームページの編集も
担当していますがイベント情報
とともに送られてくる写真を見
るたび「いいなぁ」「きれいだ
なぁ」と感⼼。と、よくよく考え
ると 5月は取材にまったく出てい
なかったことに気づきました…。
6 月こそは眠っているカメラに出
番を与えてあげたいです。

MT　次号掲載ですが「たざわこ
クラフト市」へお伺いしたとこ
ろ、その盛況ぶりに感動。手作
りの小物品などがずらりと並ん
だ思い出の潟分校はぬくもりあ
る雰囲気を醸しだし、大勢のお
客さんを楽しませていました。
夏には農家民宿を会場に同じよ
うな「はあーと展」も開催され
るようです。今から楽しみですね。

戸籍の窓口から

4月届出分・敬称略

人口
男
女

世帯数

28,353 人　　（- 31）
13,213 人　　（- 20）
15,140 人　　（- 11）
10,788 世帯　 （+  5）

出生
死亡
転入
転出

14 人
43 人
71 人
73 人

人の動き（平成27年5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」　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2食付

　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。

6月19日（金）　かたくりパーティー（会場：レストラン「かたくり」）

　開宴18:30～　おひとり様3,500円（料理・飲み物付）

　スタミナメニューでお肉をガッツリ！！ご予約承り中！

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

レストラン北蔵

6月21日（日）　父の日ランチ

　11:00～14:00　おひとり様 1,500円

※日替わりランチはホームページまたは店頭でご確認ください。

堀川恵
え な

愛　  （凌・田沢字沼田）

藤村里
り さ き

咲　  （紀章・岡崎字院内）

武藤智
ち さ き

咲　  （康司・上菅沢）

安藤鷲
しゅうすけ

佑　  （雄介・上菅沢）

戸澤百
も も か

々果（友則・川原羽黒堂）

菅原未
み お

桜　  （大未・小勝田中村）

八桺悠
ゆ う た ろ う

太郎（浩太郎・下中町）

永山明
あ か り

佳里（孔雅・西長野高森）

佐々木陽
は る ね

音（恵一・雲然上町屋）

髙橋愛
あ い ら

來　  （和之・広久内水神柳）

阿部妃
ひ ま り

葵　  （初美・桧木内字中島）

伊藤颯
りゅうま

真　  （優・小山田字石川原）

小田長史
しりゅう

龍（完・小渕野字中関）

おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

第 3 セクター情報 ※表記の価格はすべて税込価格です。

澤田ミサ　 （97 歳・田沢字春山）

渡辺裕介　 （32 歳・生保内字下高野）

伊藤修治　 （87 歳・生保内字武蔵野）

稲田幸枝　 （78 歳・生保内字街道ノ上）

坂本益男　 （79 歳・生保内字男坂）

三浦伍助　  （88 歳・生保内字源左ェ門野）

加藤トラノ（80 歳・生保内字野中）

田口潤　　 （53 歳・生保内字沼田）

田村スミ子（81 歳・生保内字四十程）

佐藤富浩　 （56 歳・田沢字供養佛）

伊藤愛子　 （77 歳・小松字城廻）

藤村俊二　 （83 歳・岡崎字新屋敷）

大山武治　 （83 歳・梅沢字西田）

大山久雄　 （62 歳・梅沢字西田）

藤原連子　 （88 歳・梅沢字東田）

大石リツ　 （94 歳・梅沢字東田）

草彅京二　 （81 歳・菅沢）

仙波寅之助（88 歳・菅沢）

藤澤昭吾　 （78 歳・勝楽）

元木達雄　 （80 歳・細越町）

鎌田昭子　 （82 歳・山根町）

鈴木栄　　 （88 歳・表町下丁）

荒川ナヲ　 （98 歳・岩瀬町）

鈴木良平　 （65 歳・田町上丁）

石井順治　 （87 歳・田町下丁）

糸井明之助（91 歳・川原羽黒堂）

髙橋榮一　 （86 歳・川原寺前）

千葉涼香　 （15 歳・雲然上町屋）

煤賀朝子　 （84 歳・雲然荒屋敷）

斎藤照子　 （86 歳・上桧木内字浦子内）

村上博男　 （63 歳・桧木内字松葉）

橘カネ　　 （97 歳・桧木内字長戸呂）

浅利葊太郎（93 歳・桧木内字木田）

浅利龍興　 （77 歳・桧木内字久保）

松田謙治郎（93 歳・桧木内字松葉）

佐藤澄子　 （86 歳・桧木内字松葉）

齋藤古代　 （88 歳・小山田字堀之内）

藤井末五郎（90 歳・小渕野字前田）

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

6月19日（金）　鯛祭り（会場：レストラン）

　18:30～20:30　4,700円（鯛料理＋飲み放題付）

6月4日（木）　花葉館ゴルフコンペ　申込受付中

　会場 : ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部　参加自由

7月31日（金）まで　日帰り宴会　新緑プラン

　弁当コース2,980円　会席コース3,980円　御膳コース4,980円

グラウンドゴルフ大会予定　※（）内は参加費

　6月6日（土）　 月例大会　会員限定　（500円）

　6月14日（日）　花葉館杯春季　オープン参加　（1,000円）

　6月21日（日）　辻谷組造園杯　オープン参加　（1,000円）

　6月28日（日）　すみれカップ　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）

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」

旬の食材たっぷり使用♪土・日・祝日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

アロマハンドトリートメント

　アロマに包み込まれるハンドマッサージで癒しのひととき。

　【開催日】6月14日（日）、28日（日）

　【受付時間】10:00 ～ 16:00

　【料金】通常1,080円のところ、特別価格おひとり様864円

東風の湯（だしのゆ）

仙北市民憩いの日　今月は6月26日（金）

　毎月開催『仙北市民憩いの日』は仙北市民入浴無料！

　当日は臨時売店にて焼きたてパン等販売！

　【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。

東風の湯弁当（1,000円）予約限定販売

　ご予約・お問い合わせは東風の湯（☎ 43-2133）まで
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