
9/ １ 火 ●高齢者活躍人材育成スーパー等販売補助員講習（角館交流センター） 8/1･P20

２ 水

●うきうき広場（さくラッコ 10：30 ～ 11：30） P15

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13：00 ～ 16：00） P17

●こころの相談（角館交流センター） P17

●クラフトテープの花結びバッグ作り（西木公民館 9：00 ～ 12：00） 8/16･P9

●高齢者活躍人材育成スーパー等販売補助員講習（角館交流センター） 8/1･P20

３ 木
●高齢者活躍人材育成スーパー等販売補助員講習（角館交流センター） 8/1･P20

●家庭的保育者基礎研修（西木総合開発センター） 7/1･P26

４ 金 ●クラフトテープの花結びバッグ作り（西木公民館 9：00 ～ 12：00） 8/16･P9

５ 土 ●おはなし会「うさぎのみみ」（総合情報センター 10：00 ～ 11：00） P20

６ 日 ●第5回生保内地区敬老を祝う会（生保内市民体育館 11：00 ～） 8/1･P19

７ 月 ●角館のお祭り

８ 火
●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

●角館のお祭り

９ 水

●こころの相談（角館交流センター） P17

●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） P21

●角館のお祭り

１０ 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） P20

１１ 金 ●自然散策会（トレッキング）（田沢湖総合開発センター集合 8：45） 6/1･P16

１２ 土 ●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10：00 ～） P13

１３ 日
●第10回仙北市社会福祉大会（角館交流センター 13：30 ～） 8/16･P12

●飾山囃子の実演（角館樺細工伝承館 10：00・11：00）

１４ 月 ●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） P20

１５ 火
●出張さくラッコ in 西木イベント（かたくり館 10：00 ～ 11：30） P15

●献血（詳しい時間・場所は 17 ページをご覧ください。） P17

１６ 水
●えくぼの会（角館交流センター 10：00 ～ 14：00） P17

●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） P20

●行政相談所開設日（田沢湖総合開発センター 13：00 ～ 16：00） P21

１７ 木
●手作り教室（田沢湖図書館 10：00 ～） P13

●お誕生会（さくラッコ 10：30 ～） P15

●行政相談所開設日（角館交流センター 13：00 ～ 16：00） P21

１８ 金
●わくわく広場（さくラッコ 10：00 ～ 11：00、13：00 ～ 14：00） P15

●笑いの会（健康管理センター 10：00 ～ 11：30） P17

●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） P20

１９ 土

２０ 日

●第30回田沢湖マラソン P19

●古民家再生ビッキ倶楽部【ペーパークラフト】（田沢湖生保内字相内端63　9：00 ～ 12：00）

8/16･P12

●飾山囃子の実演（角館樺細工伝承館 10：00・11：00）

仙北市カレンダー ９/１火   ～２０日  

●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.185

ＩＮＤＥＸ
2

3-5

6-7

8-9

10

11

12

13

14-15

16-17

18-19

20-23

24-25

26

国勢調査を行います。

旬な情報チャンネル

市役所からのお知らせ

通知カード・個人番号カード交付
申請書が送られます。

仙北市こどもフェスティバル

国保の窓口から

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／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　つい最近のお話。釣りから
帰った翌日、車を開けたら異臭
が！釣った魚だけは前日のうち
に車から片付けていたのに、何
で !? よく見ると魚のエサの入っ
ていた袋が車内に放置されてい
ました。一晩蒸し暑かったおか
げで、なんだかすごいことに…。
数時間の換気程度ではこの猛烈
な勢いは弱まりません。いまだ
に、朝晩生臭さを感じながらの
通勤です。久しぶりに泣きたく
なる出来事でした。

TK　初開催となった田沢湖駅前
広場夏まつりに取材でお邪魔し
ました。特に印象的だったのが
お囃子に手踊り、梵天など多く
の場面で見られたこどもたちの
活躍ぶり。郷土芸能を残し、伝
えていくべく各地域で一体と
なって努力している姿が垣間見
えたお祭りでもありました。

MT　伝統芸能のささらや梵天な
ど賑やかなお盆の行事が過ぎる
と、秋めいた風に変わります。
先日、戸沢氏祭の取材に出かけ
たところ、どうも雲行きがあや
しい様子。お家行列のあたりま
ではよかったのですが、夕方か
ら激しい雨に…。それでも予定
どおり花火大会まで行われ、あ
らためて雨と花火の撮影の難し
さを痛感したのでした。

高橋昊
こうだい

大　（和弥・生保内字浮世坂）

鈴木蓮
れ ん と

翔　（裕介・生保内字野村）

菊地 奏
かなた

　　（貴志・金山下）

佐藤朱
じ ゅ な

菜　（宏喜・上菅沢）

藤村颯
そ う た

汰　（剛史・上菅沢）

鈴木彪
ひゅうが

牙　（圭介・小勝田下村）

千葉愛
あ こ

心　（信宏・薗田花園）

佐藤海
か い と

翔　（大輔・門屋字上門屋）

千葉郁夫　 （78 歳・生保内字武蔵野）

畠山征男　 （75 歳・生保内字武蔵野）

菊地あける子（57 歳・生保内字久保）

浅野チマ　 （85 歳・生保内字宮ノ前）

田村キヌ　 （86 歳・生保内字雁治塚）

相原スガノ（91 歳・刺巻字六枚）

上野美紀子（60 歳・田沢字高屋）

伊藤テエ子（72 歳・角館東前郷字七ツ関）

坂本久美　 （88 歳・神代字下生田）

藤𠩤通善　（78 歳・梅沢字東田）

佐藤キクヱ（88 歳・下川原）

小松勇次郎（87 歳・西下タ野）

髙橋　夫　 （74 歳・小人町）

宮本洋子　 （87 歳・下新町）

水谷翠　　 （91 歳・竹原町）

黒澤芳夫　 （83 歳・山谷川崎上萩ノ台）

戸澤ヨシ　 （90 歳・川原館下）

菅原美津　 （101 歳・西長野中泊）

西村陟　　 （79 歳・雲然荒屋敷）

後藤綾子　 （88 歳・雲然荒屋敷）

小松敦　　 （57 歳・雲然田中）

三浦康人　 （80 歳・桧木内字高屋）

佐々木キミ（84 歳・桧木内字松葉）

菅原宣彌　 （71 歳・門屋字入江）

西宮キクノ（85 歳・小渕野字袖野）

おくやみもうしあげます　…氏名（年齢・住所）

  戸籍の

 窓口から
―7月届出分・敬称略―

  人口　    28,293 人           （－ 24）
     男　       13,190 人             （－    1）

     女　       15,103 人             （－  23）
   世帯　      10,778 世帯         （－    ９）

人の動き
（平成27年8月1日現在）　               前月比

出生 死亡 転出転入

 9 人 27 人 40 人 46 人

11：00～15：00（受付終了14：30）
大人1,728円　小学生864円　幼児540円
ご利用の方（大人）に無料入浴券プレゼント！

9月18日（金）18：30 ～ 20：30
大人4,700円（秋の味覚＋飲み放題）
食欲の秋！旬の味覚をお楽しみください。

9月　5日（土）月例大会　　　　  会員限定（500円）
9月13日（日）花葉館杯（秋季）　オープン参加（1,000円）
9月23日（水・祝）翼会杯　　　  オープン参加（1,000円）
9月27日（日）ペアマッチ　　  　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）

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）

10月3日（土）18：30開演
大人 6,000円（料理・飲み物付）
豪快な本マグロ解体ショーにスペシャル
ゲストによるステージショー！
ご予約承り中！詳しくはクリオンまで！

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。）
※ 9月30日（水）休館

米蔵2階　9 月20 日（日）～ 22日（火・祝）

レストラン北蔵　
9月23日（水・祝）11：00 ～ 14：00
おひとり様 1,500円　※なくなり次第終了

角館町田町上丁11-1　☎ 52-2438　10：00 ～ 17：00（年中無休）
※9月8日（火）～ 9 日（水）22：00 まで営業

田沢湖田沢字潟前78　☎ 43-2424
10：00 ～ 16：00　（土・日・祝日　9：00 ～ 17：00）

田沢湖生保内字武蔵野111　☎ 43-2133
 7：00 ～ 21：00（受付終了 20：00）　定休日：第2・第4水曜日

※写真はイメージです。表記の価格は全て税込価格です。

花葉館

東風の湯

西宮家

田沢湖ハーブガーデン「ハートハーブ」

西木温泉クリオン

おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

平日ランチに9月限定パスタ登場！

日帰り・宿泊プランも充実！ゆったりとおくつろぎください♪

10月2日（金）まで（予定）『秋のコスモス宿泊プラン』
1名様6,980円（ご利用3名様～）ご予約承り中！
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