
7/ １ 水
●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13：00 ～ 16：00） P19

●第2回パソコンセミナー（総合情報センター 9：00 ～12：00） 6/16･P23

●若返り教室（角館交流センター 10：00 ～ 11：30） 5/16･P11

２ 木
●若返り教室（田沢湖健康増進センター 10：00 ～ 11：30） 6/1･P15 

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

３ 金
●チャリティーフリーマーケット（角館交流センター 10：00 ～ 15：00） P30

●大人の「ぬり絵サロン♪」4（角館公民館 13：30 ～ 15：30） 6/16･P16 

４ 土 ●おはなし会「うさぎのみみ」（総合情報センター 10：00 ～ 11：00） P30

５ 日
●おやま囃子列車出発進行！（角館駅 11：02 発） 6/16･P22

●夏の田代平湿原観察会（休暇村乳頭温泉郷玄関前集合 8：00 ～ 15：00） 6/16･P22

６ 月 ●白浜クリーンアップ大作戦（花心亭しらはま前駐車場集合 9：30 ～ 12：00） 6/16･P22

７ 火 ●こころの相談（角館交流センター） P19

８ 水

●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） P31

●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） P32

●若返り教室（角館交流センター 10：00 ～ 11：30） 5/16･P11

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） P32

●若返り教室（田沢湖健康増進センター 10：00 ～ 11：30） 6/1･P15 

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

１０ 金

１１ 土
●仙北市げんき商品券発売開始（仙北市商工会窓口ほか 9：00 ～） P23

●救急員養成講習会（社会福祉協議会 9：00 ～ 17：00） 6/16･P23 

１２ 日 ●救急員養成講習会（角館交流センター 9：00 ～ 17：00） 6/16･P23 

１３ 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） P32

１４ 火

●メディカル・サイエンスカフェ・ネクスト in 仙北市（角館交流センター 15：00 ～

17：00） P30

●基礎から学ぶ「おもてなしの英会話」（田沢湖総合開発センター18：00～19：00） 6/16･P16

●パッチワーク教室（桧木内地区公民館 10：00 ～ 15：00） 6/1･P16

●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

１５ 水

●体力・運動能力調査とバランスウォーキング教室（角館交流センター 10：00 ～ 12：

00、13：00 ～ 15：00） P14

●市立田沢湖病院『看護の日』フェア（田沢湖病院正面玄関通路ほか 10：00 ～ 11：30 P19

●こころの相談（田沢湖健康増進センター） P19

●えくぼの会（角館交流センター 10：00 ～ 14：00） P19

●行政相談所開設日（田沢湖総合開発センター 13：00 ～ 16：00） P31

●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） P32

●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

１６ 木

●体力・運動能力調査とバランスウォーキング教室（生保内市民体育館 10：00 ～ 12：

00、13：00 ～ 15：00） P14

●手作り教室（田沢湖図書館 10：00 ～） P25

●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） P31

●若返り教室（田沢湖健康増進センター 10：00 ～ 11：30） 6/1･P15 

１７ 金
●まちづくり懇談会（西木総合開発センター 18：30 ～） P14

●笑いの会（健康管理センター 10：00 ～ 11：30） P19

●出張さくラッコ in 田沢湖（田沢湖健康増進センター 10：00 ～ 15：00） P27

１８ 土
●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10：00 ～） P25

●大曲養護学校せんぼく分教室夏祭り（田町上丁あたりや通り丁内、角館児童館9：50～11：50） P30

※停電により市役所各庁舎の電話が不通になります。（詳しくは 14 ページをご覧ください）
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注目ワードPICKUP
地域の話題

仙北市が「地方創生特区」になります

7月は国民健康保険税の納税月です

国民年金保険料は納期限までに
納めましょう

後期高齢者医療制度に加入して
いる皆さまへ

福祉医療費受給者証は8月1日か
ら更新されます／介護保険事務
所からのお知らせ

市役所からのお知らせ

保健・健康の掲示板

企画展のご案内

まちづくり日記／仙北市げんき
商品券7月11日から発売！

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

第45回たざわ湖・龍神まつり／
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

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　実家からもらった大量のじゃ
がいも。食べきれず残ったものも
少なからずあり…。時は流れ、先日、
掃除の際に部屋の隅でじゃがいも
発見。恐る恐る確認してみると、
やわらかく、芽を輝かせた状態…。
食べられないと判断し土に埋めて
みました。スペースのわりにはい
もが多かったらしく、今ではその
辺の雑草よりもぼうぼうです。

TK　今回掲載の田んぼアートの
田植え。当日は雨と強い風とで
季節外れの寒さに。そんな中、
黙々と苗を植えていく参加者の
皆さんの姿に心を打たれました。
どんな出来栄えになるのでしょう
か。完成の時が待ち遠しいです。

MT　神代こども園のそら豆の収
穫取材へ。「そらまめくんのベッ
ド」という絵本が人気のようで、
園児らには意外にもおなじみの
様子。実際さやの中にあるふか
ふかの綿を見て絵本を思い出し
たかな？えだまめくんやグリー
ンピース兄弟が寝てみたかった
宝物はこれなんだーって。

戸籍の窓口から

5月届出分・敬称略

人口
男
女

世帯数

28,336 人　　（- 17）
13,203 人　　（- 10）
15,133 人　　（-   7）
10,785 世帯　 （-   3）

出生
死亡
転入
転出

12 人
40 人
37 人
26 人

人の動き（平成27年6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☎

大人気！クリオンの「日帰りプラン」

　お料理3,000円～　無料送迎バス、カラオケ歌い放題、桧木内

　川河川敷グラウンドゴルフ場のご手配承ります。

　仲間と一緒においしい料理で楽しい時間をお過ごしください。

大好評！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円追加）

　ゆっくり温泉に入ってのんびりしませんか？

「土用の丑の日」うなぎ蒲焼重ご予約承り中！！

　数量限定！うなぎ蒲焼重（肝吸い付）おひとつ1,600円

　7月24日（金）仙北市内配送します。

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

レストラン北蔵　☆7月のスペシャルランチ☆

7月7日（火）　七夕ランチ

7月20日（月・祝）海の日ランチ

　両日とも11:00～14:00　おひとり様1,500円

千葉龍
りゅうせい

聖　  （卓・潟字頭無）

佐藤菜
な お

桜　  （勝昭・神代字板屋）

藤井一
い っ さ

哲　  （哲也・梅沢字上谷地）

藤川真
ま お

緒　  （啓吾・卒田字荒町）

木村 元
はじめ

　　（幸誠・上菅沢）

鈴木桜
さ く ま

真　  （誠・岩瀬下タ野）

佐藤彩
あ や と

叶　  （秀典・西長野高森）

髙橋心
こ こ

瑚　  （翔・白岩前郷）

藤島響
お と い

為　  （智昭・上桧木内字鳥屋森）

浅利心
こ は る

春　  （純・桧木内字中島）

櫻田莉
り さ

紗　  （英幹・西明寺字堂村）

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。

中島源太郎（91 歳・生保内字小先達）

藤井葉子　 （41 歳・生保内字上滝沢）

佐藤玲子　 （57 歳・生保内字武蔵野）

田口幸悦　 （63 歳・生保内字武蔵野）

久米良助　 （86 歳・生保内字武蔵野）

中野藤藏　 （93 歳・生保内字街道ノ上）

髙橋サダ　 （95 歳・生保内字街道ノ上）

髙橋政喜　 （62 歳・生保内字野中）

髙橋義美　 （69 歳・生保内字浮世坂）

土屋信篤　 （85 歳・生保内字相内端）

畠山龍治　 （81 歳・生保内字雁治塚）

戸村スヱ　 （94 歳・刺巻字六枚）

菊田ユキ　（79 歳・角館東前郷字赤平）

明平澄子　 （93 歳・卒田字荒町）

藤井正　　 （81 歳・卒田字鹿狩）

藤井　し　 （99 歳・卒田字鹿狩）

安藤清治　 （90 歳・上菅沢）

樋口トシコ（98 歳・岩瀬下タ野）

小山内満　 （84 歳・古城山）

梅澤順一　 （72 歳・西勝楽町）

加賀谷長一（88 歳・西長野古米沢）

佐藤宏　　 （85 歳・西長野高森）

橋本稔　　 （78 歳・雲然上町屋）

阿部榮子　 （74 歳・雲然田頭）

山形仁史　 （56 歳・下延竹市野）

鎌田昭子　 （88 歳・下延竹市）

辻フミ　　 （86 歳・八割西ケ沢）

髙田葊清　 （84 歳・白岩前郷）

髙橋清太郎（77 歳・薗田大久保）

鈴木聡　　 （60 歳・薗田新田）

草彅一栄　 （57 歳・薗田西村）

岡本マサ子（89 歳・桧木内字小波内）

武藤一治　 （90 歳・桧木内字松葉）

畠山アヱ　 （96 歳・桧木内字畑中）

高橋信之　 （76 歳・桧木内字松葉）

門脇省司　 （89 歳・門屋字入江）

佐藤キソ　 （94 歳・小渕野字後川）

藤井ソノ　 （93 歳・小渕野字落合）

阿部榮子　 （84 歳・桧木内字吉田）

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

7月12日（日）　FM椿台公開録音　さなぶり芸能まつり

　12:00開場　12:30開演　3,000円（弁当・入浴付）

7月24日（金）　花葉館アレンジご当地フェア

　18:30 ～ 20:30　4,700円（飲み放題付）

7月～9月の間、ステーキ祭りを10名様以上から承ります。

　詳細は花葉館までお問い合わせください。

※7月8日（水）は施設安全点検のため、休館となります。

グラウンドゴルフ　※（）内は参加費

　7月4日（土）　 月例大会　会員限定　（500円）

　7月15日（水）　コカ・コーラ杯　オープン参加　（1,000円）

　7月20日（月・祝）　魁カップ　　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」

8月1日（土）18:00 ～　ハーバルディナーバイキングご予約受付中！

　2時間飲み放題！一夜限りの特別メニューが満載！

　生バンド演奏や豪華景品が当たる！？ビンゴ大会を開催！

　【料金】大人5,000円　中高生2,500円　小学生1,500円　　　  

　幼児（3歳以上6歳未満）500円　送迎ご予約承ります。

ご家族みなさまで楽しもう♪土・日・祝日ランチバイキング開催！

　【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

　ランチバイキングご利用の方（大人）に無料入浴券プレゼント中！

夏限定の体験教室『虫よけスプレー作り』毎日受付中！

　虫よけ効果があるといわれる「シトロネラ」精油使用。柑橘系に似

　たさわやかで涼しげな香り♪植物由来の天然成分でお肌に安心。

　【受付時間】10:00～11:30、13:00～15:00【料金】540円

東風の湯（だしのゆ）

仙北市民憩いの日　今月は7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を必ずお持ちください。
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