
8/ １ 土

●仙北市公民大学陶芸学科第7回学生作品展（角館樺細工伝承館 9：30 ～ 16：00） P10

●かくのだて絵灯籠夏まつり（立町ポケットパーク 18：00 ～ 21：00） P19

●夏の交通安全運動　10日まで  P21

●第4回農村で楽しむ仙北は♡あーと展（市内農家民宿 10：00 ～16：00） 7/16･P15

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

２ 日

●仙北市公民大学陶芸学科第7回学生作品展（角館樺細工伝承館 9：30 ～ 16：00） P10

●第4回農村で楽しむ仙北は♡あーと展（市内農家民宿 10：00 ～16：00） 7/16･P15

●「カタクリの郷」川遊び体験（かたくり館前特設会場 10：00 ～ 12：00） 7/16･P19

●仙北市長杯争奪野球選手権大会 7/1･P32

３ 月

●橋りょう点検に伴う交通規制 9 月末まで（田沢湖・西木地区 8：30 ～ 16：30） P6

●仙北市公民大学陶芸学科第7回学生作品展（角館樺細工伝承館 9：30 ～ 16：00） P10

●第3回パソコンセミナー（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 7/16･P20

●就学や教育に関する相談会（角館交流センター 10：00 ～ 15：00） 7/1･P31

４ 火
●第3回パソコンセミナー（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 7/16･P20

●さわやか教室（角館交流センター 10：00 ～ 11：30） 7/1･P18

５ 水

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

●こころの相談（角館交流センター） P15

●ライフサポート講座（田沢湖総合開発センター 10：00 ～ 11：00） 7/16･P8

●第3回パソコンセミナー（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 7/16･P20

６ 木

●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10：00 ～） P11

●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） P20

●家庭的保育者基礎研修（西木総合開発センター） 7/1･P26

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

７ 金
●仙北市戦没者追悼式（角館交流センター 10：00 ～） P6

●夏のそば打ち体験教室（神代就業改善センター 10：00 ～ 13：00） 7/16･P8

●ワークショップ「切り絵を作ってみよう」（平福記念美術館 9：30 ～ 12：00） 7/1･P22

８ 土
●2015「夏祭りin愛仙」（愛仙事業所前 17：30 ～ 20：00） P19

●「カタクリの郷」夏祭り（かたくり館前特設会場 13：30 ～） P19

９ 日
●平成27年度秋田県総合防災訓練 （8：30 ～ 15：00） P4-5

●夏休み特別上映会（総合情報センター 13：30 ～） 7/16･P19

●飾山囃子の実演（角館樺細工伝承館 10：00・11：00）

１０ 月
●さわやか教室（田沢湖健康増進センター 10：00 ～ 11：30） 7/1･P18

●宮城県女川小学校との交流会（田沢湖キャンプ場 13：00 ～ 17：00） 7/1･P32

１１ 火
●ラジコン教室（田沢湖生保内四十程グラウンド 9：30 ～ 11：30） P10

●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

１２ 水 ●うきうき広場（さくラッコ 10：30 ～ 11：30） P13

１３ 木

１４ 金

１５ 土
●第1回田沢湖駅前広場夏まつり（JR田沢湖駅前広場 13：00 ～ 20：00） P19

●仙北市成人式（仙北市民会館 14：00 ～） 7/1･P14

１６ 日
●第4回「角館の灯籠流し」（角館桜並木駐車場 18：30 ～） 7/16･P21

●飾山囃子の実演（角館樺細工伝承館 10：00・11：00）

１７ 月
●第3回戸沢サミットin仙北（温泉ゆぽぽ 16：00 ～） 7/16･P14

●第19回戸沢氏祭（桧木内川河川公園 14：00 ～）

１８ 火

１９ 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（神代出張所 13：00 ～ 16：00） P20

●行政相談所開設日（神代出張所 13：00 ～ 16：00） P20

２０ 木

●手作り教室（田沢湖図書館 10：00 ～） P11

●わくわく広場（さくラッコ 10：30 ～ 11：30） P13

●第45回生保内節盆踊り大会（市役所田沢湖庁舎前駐車場 17：30 ～ 21：00） P16

●行政相談所開設日（角館交流センター 13：00 ～ 16：00） P20

●家庭的保育者基礎研修（西木総合開発センター） 7/1･P26

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

仙北市カレンダー ８/１土   ～２０木  

●発行・編集　仙北市役所総務課文書広報係　●製作協力　広報編集委員会　●発行日　1 日・16 日

●〒 014-1298　秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後 30 番地● TEL 0187-43-1111　● FAX 0187-43-1300

● E-mail　semboku@city.semboku.akita.jp　● URL　http://www.city.semboku.akita.jp ● facebook　https://www.facebook.com/sembokucity　

●印刷　㈱仙北印刷所

No.183

ＩＮＤＥＸ
2-3

4-5

6-7

8-9

10

11

12-13

14-15

16-17

18

19-21

22-23

24

地域の話題

秋田県総合防災訓練

市役所からのお知らせ

仙北市景観計画と景観条例が制定
されました。

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

保健・健康の掲示板

情報ひろば

まちづくり日記／ 20歳になった
ら国民年金

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　ダムの役割を学習し、児童
同士の交流を目的に行われる玉
川ダム交流会。今年は市内外か
ら小学 4 年生の児童が約 250人
集まりました。例年『非常に暑
い！』イメージのあるこのイベ
ント。天候に恵まれ、今年も暑
い！ただ、ダムの堤体内は気温
約8℃。半袖では寒すぎです。こ
の夏の暑さ対策に、寒さ対策を
万全にしてダム堤体内の見学な
どいかがでしょうか。
　
TK　ダムなどの渇水がニュース
になるなど今年は空梅雨による
水不足が問題に。その分天候に
は恵まれて取材に出られるかと
思いきや、ここ最近私が取材に
行く日はなぜか決まって雨。こ
の時季の雨男ぶりは今年も健在
のようで…。うれしいような悲
しいような何とも言えない複雑
な気持ちを抱えながら取材に向
かう日々を送っています。

MT　暑い毎日が続きます…と
思ったら時折大雨が降ったり。
夏場は体調にも災害にも気をつ
けなければなりませんね。取材
で田沢湖を通ったりすると、子
供たちが泳いでいたり、家族連
れがバーベキューをしていたり、
微笑ましい光景が見られました。
短い夏の風物詩ですが、今月は
帰省客でさらに賑わいを見せて
もらいたいです。

堀川菜
な の は

乃葉　（義貴・生保内字下滝沢）

長橋樹
い っ た

汰　　（大輔・生保内字武蔵野）

高橋悠
は る ま

真　　（章典・生保内字男坂）

富木陽
ひ な た

太　　（祐樹・小松字羽根ケ台）

伊藤百
も も か

花　　（伸彰・下川原）

仙波遼
りょう

　　  （紘幸・川原羽黒堂）

後藤楓
ふ う が

芽　　（真直・雲然荒屋敷）

雲雀詩
し の

野　　（明徳・薗田別当村）

大牧心
こ こ あ

愛　　（茜・桧木内字小滝）

田村新
あらた

　　   （誠・桧木内字小滝）

國安泰
た い ち

地　　（健太・小山田字石川原）

大屋敷朝
あさ

　　（俊威・卒田字白籏）

おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

高田マサ子（94 歳・田沢字春山）

田口スケ　 （97 歳・生保内字堂ノ前）

髙橋春一　 （62 歳・生保内字黒沢野）

鈴木芳子　 （90 歳・生保内字上清水）

中村隆司　 （78 歳・生保内字武蔵野）

神成トキ子（83 歳・生保内字武蔵野）

酒田瑞枝　 （95 歳・生保内字武蔵野）

畠山貞子　  （79 歳・生保内字街道ノ上）

髙田セツ　 （87 歳・生保内字沼田）

三浦カヨ　 （67 歳・潟字大沢）

藤川宏　　 （63 歳・角館東前郷字中関）

浅利信市　 （77 歳・神代字戸伏野）

森元養一　 （67 歳・神代字堂ノ西）

髙橋繁治　 （87 歳・梅沢字森腰）

髙橋幸　　 （85 歳・梅沢字森腰）

船山ハナ子（80 歳・卒田字上真崎野）

草彅榮一　 （90 歳・卒田字上真崎野）

加藤奈緒子（48 歳・中菅沢）

髙橋ミヱ　 （100 歳・岩瀬下タ野）

黒澤代子　 （84 歳・表町上丁）

菅原ヤヱ子（85 歳・雲然下町屋）

髙橋茂機　 （73 歳・白岩前郷）

下田リウ　 （86 歳・白岩前郷）

藤元善治　 （97 歳・広久内下中川原前田）

鈴木チヤ　 （81 歳・上桧木内字浦子内）

門脇喜幸　  （89 歳・上桧木内字鷲ケ台）

佐々木欣也（89 歳・桧木内字吉田）

田丸忠次郎 （85 歳・桧木内字畑中）

辻鉃雄　　 （89 歳・桧木内字松葉）

門脇ミツノ （98 歳・門屋字大野関）

千葉重興　 （86 歳・門屋字東田）

中村喜四郎（79 歳・小渕野字小渕野）

おくやみもうしあげます　…氏名（年齢・住所）

（5月届出分）

  戸籍の

 窓口から
―6月届出分・敬称略―

  人口　    28,317 人           （－ 19）
     男　       13,191 人             （－  12）

     女　       15,126 人             （－    7）
   世帯　      10,787 世帯         （+     2）

人の動き
（平成27年7月1日現在）　               前月比

出生 死亡 転出転入

12人 33 人 41 人 39 人

土・日・祝日、8月13日（木）～17日（月）
11：00～15：00（受付終了14：30）
大人1,728円　小学生864円
幼児（3歳以上6歳未満）540円

8月1日（土）、2日（日）
18：30 ～ 20：30
大人 4,900円　子ども（小学生）2,500円
会場：花葉館中庭特設会場

8月1日（土）月例大会　会員限定（500円）
8月9日（日）納涼大会　オープン参加（1,000円）
昼食350円でご用意します。（要事前申込）

花葉館
 角館町西長野古米沢30-19　☎ 55-5888　※不定休
 【日帰り入浴】5：00 ～ 7：30、9：00 ～ 22：00（受付終了21：30）

レストラン「かたくり」ではビールに
ピッタリのおいしいスタミナ料理をご
用意しています！
お得な飲み放題コースもご利用ください♪

お盆はご家族揃ってクリオンのおいしい料理で楽しみましょう！
オードブル8,000円～（刺身付・無）
そのほか握り寿司、一品料理も承ります♪

仙北市民入浴無料！ご家族みんなでぜひご利
用ください！※仙北市民であることを証明で
きるものを必ずお持ちください。

西木温泉クリオン
 西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010
 6：00 ～ 21：00（館内各施設で営業時間が異なります。）
 ※ 8月27日（木）はメンテナンスのため、休館

米蔵2階
8 月15日（土）～ 21日（金）
天然素材にこだわり、軽い着心地とシ
ンプルなデザインが特徴の洋服たち。
お気に入りの一着を見つけてみませんか？

西宮家
 角館町田町上丁11-1　☎ 52-2438
 10：00 ～ 17：00（年中無休）　※8月13日（木）は15：00閉館

田沢湖ハーブガーデン「ハートハーブ」
 田沢湖田沢字潟前78　☎ 43-2424
 10：00 ～ 16：00　（土・日・祝日　9：00 ～ 17：00）

東風の湯
 田沢湖生保内字武蔵野111　☎ 43-2133
   7：00 ～ 21：00（受付終了 20：00）　
 ※ 8月13日（木）は 7：00～ 17：00（受付終了 16：00）

※写真はイメージです。表記の価格は全て税込価格です。

夏限定
体験教室

 毎日受付中！

8月の定休日
　5日（水）、19日（水）
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