
10/１ 木

●『第6回新そば祭り』食べ歩きスタンプラリー 12月30日まで（実施店舗など詳しくは16 ペー

ジをご覧ください。） P16

●家族介護教室・家族介護者交流事業【田沢湖地区】（ホテル湖心亭 10：30 ～ 14：

00） 9/16･P12

２ 金

●家族介護教室・家族介護者交流事業【角館地区】（角館温泉 花葉館 10：30 ～

14：00） 9/16･P12

●家族介護教室・家族介護者交流事業【西木地区】（田沢湖ローズパークホテル 10：

30 ～ 14：00） 9/16･P12

３ 土
●おはなし会「うさぎのみみ」（総合情報センター 10：00 ～ 11：00） 9/16･P12

●仙北市障がい者ふれあい芸能文化発表会（角館交流センター 10：00 ～ 13：00） 9/16･P12

●第17回田沢湖ツーデーマーチ（田沢湖レストハウス広場） 8/1･P17

４ 日
●飾山囃子の実演（角館樺細工伝承館 10：00・11：00） 9/16･P3

●仙北市市制10周年記念式典（仙北市民会館 13：00 ～ 16：00） 9/1･P18

●第17回田沢湖ツーデーマーチ（田沢湖レストハウス広場） 8/1･P17

５ 月

６ 火
●就学や教育に関する相談会（角館交流センター 10：00 ～ 15：00） 9/16･P6

●第3回にこにこ健康体操教室（にこにこリハビリデイサービス角館る～む 14：00 ～

15：00） 9/16･P13

７ 水

●ペン習字教室（田沢湖総合開発センター 10：00 ～ 12：00） P8

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13：00 ～ 16：00） P13

●こころの相談（角館交流センター） P13

●第1回パソコン講座（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 9/16･P13

●健康づくり教室（NPO法人角館総合型地域スポーツクラブ 10：00 ～ 11：30） 9/16･P13

８ 木

●お誕生会（さくラッコ 10：30 ～） 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） P18

●第3回にこにこ健康体操教室（にこにこリハビリデイサービス角館る～む 14：00 ～

15：00） 9/16･P13

●第1回パソコン講座（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 9/16･P13

９ 金

１０ 土

●佐藤元彦日本画展 11月23日まで（角館町平福記念美術館 9：00 ～ 17：00） P4

●抱返り紅葉祭 11月10日まで（抱返り渓谷） P17

●第10回仙北市ボランティアまつり（角館交流センター 10：00 ～ 15：00） P17

●芳香療法による『認知症予防・改善フォーラム』（角館樺細工伝承館13：00 ～15：00） P17

●大曲養護学校せんぼく分教室『秋まつり』（大曲養護学校せんぼく分教室10：00 ～13：20） P18

１１ 日
●飾山囃子の実演（角館樺細工伝承館 10：00・11：00） 9/16･P3

●西木駅伝競走大会～さよなら大会～（紙風船館前 10：00 スタート） 8/16･P13

１２ 月
●第10回仙北市スポーツ少年団陸上競技大会（生保内中学校陸上競技場 8：30 ～

12：30） 9/16･P13

１３ 火

●第3回にこにこ健康体操教室（にこにこリハビリデイサービス角館る～む 14：00 ～

15：00） 9/16･P13

●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

１４ 水

●ペン習字教室（田沢湖総合開発センター 10：00 ～ 12：00） P8

●うきうき広場（さくラッコ 10：30 ～ 11：30） P11

●こころの相談（角館交流センター） P13

●行政相談所開設日（神代出張所 13：00 ～ 16：00） 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） P18

●第1回パソコン講座（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 9/16･P13

１５ 木

●手作り教室（田沢湖図書館 10：00 ～） P9

●第7回みちのくダム湖サミットin玉川（駒ヶ岳グランドホテル 14：30 ～ 17：30） P14

●行政相談所開設日（角館交流センター 13：00 ～ 16：00） P17

●10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） P18

●第1回パソコン講座（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 9/16･P13

●第3回にこにこ健康体操教室（にこにこリハビリデイサービス角館る～む 14：00 ～

15：00） 9/16･P13

１６ 金
●笑いの会（健康管理センター 10：00 ～ 11：30） P13

●第65回秋田県公民館大会（仙北市民会館 12：30 ～ 16：00） P16

●第34回角館盆栽展 18日まで（角館交流センター 9：00 ～ 17：00　※18日は14：00 まで）
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旬な情報チャンネル

企画展のお知らせ

秋の「狂犬病予防集合注射」のお
知らせ

市役所からのお知らせ

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

第7回みちのくダム湖サミット
in玉川開催のお知らせ

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

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　今年の9月、5連休となった
方も多いと思います。祝日（21
日）と祝日（23日）に挟まれた
平日（22日）は休日。来年は「敬
老の日」と「秋分の日」の間が2日。
さらに翌年は？と思い調べてみ
ると『国立天文台が毎年2月に
翌年の「春分の日」と「秋分の日」
を発表』とのこと（固定された
日ではない）。どうりで「秋分の
日は 22日か 23日頃」と漠然と
した記憶しかなかったわけです。
腑に落ちました。今更ですが…。

TK　過去最多のエントリー数と
なるなど例年以上の盛り上がり
を見せた田沢湖マラソン。さて
取材ですが今年もフルを担当。
なるべく多くの場所で写真を撮
りたいと思い、車はもちろん自
転車や自分の足でコース沿道を
駆けまわった結果、閉会の頃に
はへとへとに。出場したわけで
もないのにその夜は謎の達成感
に包まれてぐっすり眠れました。

MT　大型連休は天候にも恵ま
れ、田沢湖マラソンや生保内節
全国大会など賑やかなイベント
が行われました。連休最終日、
生保内節の取材を終え、久々に
高原の温泉へ向かいました。耳
の奥では延々と「吹け～や～お
ぼね～だし～」が鳴り響いてま
したが、星空を眺めながらの露
天風呂にホッと一息。これから
は紅葉と温泉に癒されそうです。

田口穂
ほ の か

花　（博規・生保内字造道）

千葉奏
そ な

菜　（拓也・生保内字武蔵野）

嶋村陽
ひ ま り

葵　 （雄太・生保内字沼田）

三浦大
ひ ろ と

空　 （裕史・潟字大沢）

藤川藍
あ い か

花　（健栄・角館東前郷字板橋）

佐藤幸
ゆきひさ

尚　（亮太・神代字竹原）

草彅 樹
いつき

　  （文志・卒田字早稲田）

藤元永
え れ ん

恋　  （生・上菅沢）

橋本理
り く

玖　  （真治・上菅沢）

門脇健
た け と

士　  （健・山谷川崎黒沢）

鈴木 翔
かける

　　（潤・薗田新田）

羽ヶ崎玲
れ な

奈（智・薗田碇メ石）

佐藤陽
ひ な た

向　  （直樹・桧木内字中島）

佐藤結
ゆ な

夏　  （正輝・上荒井字西野）

草彅モゝヱ （93 歳・田沢字春山）

佐々木ミヱ （83 歳・田沢字春山）

田口賴子　 （75 歳・生保内字造道）

中村正一　 （92 歳・生保内字武蔵野）

油谷アヤ　 （78 歳・生保内字野中）

髙橋英二　 （74 歳・生保内字浮世坂）

田口濟　　 （86 歳・生保内字久保）

伊藤とも子（54 歳・角館東前郷字下道）

三浦登　　 （71 歳・神代字生田中村）

藤原藤雄　 （88 歳・梅沢字東田）

工藤正　　 （92 歳・卒田字白籏）

藤田イサ子（78 歳・上菅沢）

山本正司郎  （77 歳・上野）

福山信夫　 （87 歳・上野）

糸井朋子　 （70 歳・小館）

佐越オイト子（89 歳・小館）

三浦みつ　 （90 歳・細越町）

小林キヌ　 （91 歳・表町下丁）

藤澤光子　 （81 歳・東勝楽丁）

藤𠩤喜美男 （62 歳・山谷川崎字山谷）

青山和夫　 （84 歳・小勝田松ケ崎）

佐藤正太　 （79 歳・小勝田間野）

阿部伊磋夫（87 歳・雲然上町屋）

菅原シミ　 （83 歳・雲然荒屋敷）

山形均　　 （46 歳・下延切欠田）

𠩤充　　　（99 歳・白岩上西野）

鈴木アキ子 （89 歳・薗田上花園）

髙橋フツコ（91 歳・広久内下中川原）

藤島セツ　 （81歳・上桧木内字東上戸沢）

浅利ナツ子（79 歳・桧木内字吉田）

山本源𠮷　（93 歳・桧木内字松葉）

千葉重也　 （58 歳・門屋字東田）

小松正司　 （91 歳・門屋字漆原）

髙橋ユリ　 （95 歳・小渕野字山崎）

佐藤久子　 （88 歳・小渕野字小渕野）

佐藤源之助 （87 歳・小渕野字西田）

おくやみもうしあげます　…氏名（年齢・住所）

  戸籍の
 窓口から
―8月届出分・敬称略―

  人口　    28,242 人           （－ 51）
     男　       13,163 人             （－  27）

     女　       15,079 人             （－  24）
   世帯　      10,771 世帯         （－      7）

人の動き
（平成27年9月1日現在）　               前月比

出生 死亡 転出転入

14 人 40 人 14 人 39 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！

仙北市民入浴無料！ご家族みんなでぜひご
利用ください！※仙北市民と確認できるも
のを必ずお持ちください。

◎いずれも会場は米蔵2階です。
・10月10日（土）～ 12日（月・祝）　帯創作バッグ展
・10月10日（土）～ 20日（火）　西宮家絣展
・10月15日（木）～ 18日（日）　型絵染・シルク版画・小品展
　（※15日は午後から、18日は15：00まで）

・10月23日（金）～ 25日（日）　川連漆器展

レストラン北蔵　
10月12日（月・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）

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。

東風の湯

西宮家

田沢湖ハーブガーデン「ハートハーブ」

おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

10 月16日（金）18：30 ～ 20：30
4,700円（飲み放題付）
今が旬の海の幸をぜひお楽しみください♪

10月　3日（土）月例大会　　　　会員限定（500円）
10月10日（土）コスモス杯　　　オープン参加（1,000円）
10月18日（日）鍋っこ大会　　　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）

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）

卓盛コース　おひとり様 3,500円（8名～）
お膳コース　おひとり様 5,000円（2名～）
飲み放題（2時間）　おひとり様1,500円
ご予約承り中！今年もクリオンにお任せを！

 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。）
※ 10月29日（木）は休館日となります。

花葉館

西木温泉クリオン

2泊3日（5食付）おひとり様 9,800円（1室1名利用は＋1,080円）
※年末年始等お受けできない日がございます。
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