
11/１ 日
●仙北市文化祭（生保内市民体育館・生保内武道館・市民会館ロビー ≪作品展示≫ 9：00

～ 15：00　≪ステージ発表≫仙北市民会館 12：30 ～ 15：00） 10/16･P13

２ 月

３ 火
●第3回仙北市老連芸能発表会（角館交流センター 9：30 ～ 16：00） 10/16･P20

●桜の植栽（旧角館スキー場跡地 10：00 ～） 10/1･P18

４ 水

●こころの相談（角館交流センター） P15

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

●第2回パソコン講座（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 10/16･P20

●ペン習字教室（田沢湖総合開発センター 10：00 ～ 12：00） 10/1･P8

●医師講話会（西木保健センター 14：00 ～ 15：30） 10/1･P12

●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

５ 木

●献血（詳しい時間・場所は 15 ページをご覧ください。） P15

●健康と温泉フォーラム2015仙北市（角館樺細工伝承館 13：30 ～ 17：30） 10/16･P15

●第2回パソコン講座（田沢湖健康増進センター 9：00 ～ 12：00） 10/16･P20

●いきいき元気アップ教室（角館交流センター 13：30 ～ 15：00） 10/1･P13

６ 金 ●親子ふれあい遠足（秋田内陸線角館駅 9：00 集合） 10/1･P10

７ 土 ●おはなし会「うさぎのみみ」（総合情報センター 10：00 ～ 11：00） P16

８ 日
●第11回仙北市卓球大会（角館高校第一体育館 8：15 ～） 10/16･P20

●『田沢ながいも』の収穫＆料理体験プラン（田沢交流センター 8：50 ～13：00） 10/1･P18

９ 月 ●議会報告会（雲沢集落センター、桧木内地区公民館、神代就業改善センター 19：00 ～） P6

１０ 火
●議会報告会（白岩集落センター、田沢湖総合開発センター、中川集落センター 19：00 ～） P6

●いきいき元気アップ教室（西木公民館 10：00 ～ 11：30） 10/16･P17

●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

１１ 水

●議会報告会（田沢交流センター、角館交流センター、西木公民館 19：00 ～） P6

●うきうき広場（角館交流センター 10：30 ～ 11：30） P13

●こころの相談（角館交流センター） P15

●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） P17

●第2回パソコン講座（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 10/16･P20

●ペン習字教室（田沢湖総合開発センター 10：00 ～ 12：00） 10/1･P8

●医師講話会（健康管理センター 14：00 ～ 15：30） 10/1･P12

１２ 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） P17

●第2回パソコン講座（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 10/16･P20

●いきいき元気アップ教室（角館交流センター 13：30 ～ 15：00） 10/1･P13

１３ 金
●円熟体操 in 仙北（田沢湖デイサービスセンター 10：30 ～ 12：00、西木林業者等健

康増進施設（クリオン隣体育館）13：30 ～ 15：00） 10/16･P20

●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） 10/16･P20

１４ 土 ●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10：00 ～） P11

１５ 日
●角館のお祭りの保存と継承シンポジウム（角館交流センター 13：00 ～ 16：00） P16

●『田沢ながいも』の収穫＆料理体験プラン（田沢交流センター 8：50 ～13：00） 10/1･P18

１６ 月
●大曲養護学校せんぼく分教室秋のおもてなしふれあい展～茶房「せんぼくや」～ 20 日まで（外町交

流広場 10：00 ～ 11：30） P16 

●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（西木公民館 10：00 ～ 12：00） P17

１７ 火 ●ふれあいサポーター養成講座（田沢湖健康増進センター 13：30 ～ 15：00 頃） 9/16･P10 

１８ 水

●こころの相談（田沢湖健康増進センター） P15

●えくぼの会（角館交流センター 10：00 ～ 14：00） P15

●行政相談所開設日（田沢湖総合開発センター 13：00 ～ 16：00） 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） P17

●バリトン伊藤のいきいき元気！介護予防講演会（角館樺細工伝承館 13：30 ～ 15：30）

10/16･P14

●第2回パソコン講座（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 10/16･P20

●ペン習字教室（田沢湖総合開発センター 10：00 ～ 12：00） 10/1･P8

●医師講話会（田沢湖健康増進センター 14：00 ～ 15：30） 10/1･P12

●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

１９ 木

●わくわく広場（角館交流センター 10：30 ～ 11：30） P13

●行政相談所開設日（角館交流センター 13：00 ～ 16：00） P17

●第2回パソコン講座（総合情報センター 9：00 ～ 12：00） 10/16･P20

●いきいき元気アップ教室（角館交流センター 13：30 ～ 15：00） 10/1･P13

仙北市カレンダー １１/１日   ～１９木  
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旬な情報チャンネル

市役所からのお知らせ

田沢湖の水質・湖底を調査

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

おしらせナビ／かくのだてフィルム
コミッション　ロケーションだより

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　前回の続きになりますが、
昼夜、鼻づまりに悩まされてい
ます。先日も睡眠中、口呼吸を
したおかげで、舌がしっかりと
乾燥。すると舌の表面がやけど
をしたようにヒリヒリと痛みま
す。さらに味覚も低下。ただで
さえ鼻づまりで味がわかりづら
いのに、さらに味がわかりづら
くなります。カレーですら何食っ
ているのかわからないレベル。
味覚に関して仕事に影響はない
のですが、食欲の秋なのに無味
無臭の世界。なかなかつらい…

TK　とある休日、天気が良かっ
たので抱返り渓谷へ。当時は見
頃1歩手前といったところでし
たが大勢の観光客で賑わってい
ました。聞き慣れない標準語や
外国語があちこちから聞こえ、
その中にまぎれると地元のはず
なのにどこか見知らぬ土地にで
も来たような感覚になると同時
に紅葉スポットとしての知名度
の高さを肌で感じた1日でした。

MT　先日、角館高校と台湾の高
校が姉妹校提携を結びました。
前部署でこの仕事を担当してい
たので、感慨深いものがありま
す。思えば昨年10月に現地へ行
き、調印式に向けた日程調整を
しました。あれからちょうど1年。
無事に調印式の日を迎えられて
ホッとしています。今後、双方
向交流がますます進むことを期
待しています。

門脇瑠
りゅうせい

星　（寛之・生保内字武蔵野）

菅原彩
あ や な

菜　（拓磨・生保内字武蔵野）

小田望
の え ら

来　 （友也・生保内字武蔵野）

千葉心
こ こ ね

音　 （真也・小松字荒床）

藤村蓮
れ お と

凰斗（栄幸・角館東前郷字前野）

鈴木蒼
そ う た

大　（健太郎・岡崎字大屋敷）

澤口結
ゆ な

菜　 （邦光・上菅沢）

菊地瑛
え い と

翔　 （匡・岩瀬下タ野）

森瑛
え い と

翔　　  （諒輔・細越町）

佐々木愛
え ま

真  （浩幸・小勝田前田）

宮崎快
か い と

仁　  （俊哉・小勝田間野）

髙橋頼
ら い や

矢　  （侑希・雲然荒屋敷）

鈴木花
か ほ

穂　  （史・雲然荒屋敷）

浅利亮
りょうすけ

介　  （学人・桧木内字畑中）

進藤泰
た い き

貴　  （由貴・西荒井字番屋）

柳瀨ハナ　 （88 歳・田沢字春山）

荒木田ハヤ （91 歳・田沢字春山）

　松ミツヱ （94 歳・生保内字武蔵野）

佐々木実　 （77 歳・生保内字水尻）

草彅久美子 （70 歳・生保内字上堂田）

三浦タヨノ （95 歳・潟字大沢）

高田一光　 （68 歳・卒田字黒倉）

八桺昭子　 （68 歳・中菅沢）

田村ミドリ （97 歳・歩行町）

長澤キヨ　 （93 歳・下新町）

藤木浩一　 （52 歳・下新町）

桺原敏雄　 （83 歳・西勝楽町）

宮田憲隆　 （72 歳・田町下丁）

髙橋ミホ　 （84 歳・山谷川崎六匁野）

藤枝ハルヱ （90 歳・小勝田前田）

雲雀𠮷雄　（78 歳・小勝田小倉前）

照井久八　 （87 歳・小勝田下川原）

佐藤明子　 （60 歳・雲然荒屋敷）

山形勝也　 （71 歳・下延大瀬蔵野）

鈴木貞雄　 （84 歳・下延大瀬蔵野）

藤田六呂　 （77 歳・白岩前郷）

髙橋正司　 （64 歳・薗田清水涌）

草彅初子　 （87 歳・薗田西村）

本庄笑美子 （81 歳・上桧木内字大地野）

藤田キク　 （87 歳・桧木内字小滝）

山本トシ　 （94 歳・桧木内字高屋）

浅利トシ子（72 歳・桧木内字長戸呂）

門脇ナツ　 （77 歳・桧木内字下田）

大牧德二郎（82 歳・門屋字道目木）

佐藤誠亮　 （91 歳・門屋字道目木）

おくやみもうしあげます　…氏名（年齢・住所）

  戸籍の
 窓口から

― 9月届出分・敬称略 ―

  人口　    28,208 人           （－ 34）
     男　       13,154 人             （－      9）

     女　       15,054 人             （－  25）
   世帯　      10,766 世帯         （－      5）

人の動き
（平成27年10月1日現在）　           前月比

出生 死亡 転出転入

16 人 36 人 19 人 33 人

12月5日（土）18：30 ～　おひとり様 6,000円
ものまねバトルやものまね紅白でおなじみの
南里佳をゲストにお迎え！ご予約承り中！

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

11月8日（日）　レストラン北蔵　
open 16：30  ／ start 17：00
ピアノ演奏：大木彩乃×種ともこ
チケット3,000円＋1ドリンク別　好評発売中！

11月4日（水）～8日（日）　米蔵2F

角館町田町上丁 11-1　☎ 52-2438　10：00 ～ 17：00（年中無休）

※写真はイメージです。表記の価格は全て税込価格です。

西宮家

おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

11月1日～2月28日まで（忘新年会にもご利用可）
日帰りコース　4,980円～　日帰り入浴・タオル付
ご宿泊コース　9,000円～　ワンドリンクサービス

11月　3日（火・祝）第7回桜の記念植樹
11月19日（木）　　  ボジョレー・ヌーボー祭り
　　　　　　　　　  男性 6,200 円　女性 5,200 円
11月23日（月・祝）第2回花葉館感謝祭・全国縄綯競技大会

11 月　1日（日）グラ・チャン大会　 参加権利獲得者限定（500円）
【参加権利】次のAまたはBの条件を満たす方。
A：4～10月までの月例大会5開催以上に参加
B：4～10月までの月例大会で20位以内入賞かつ3開催以上に参加
11月　8 日（日）2015ファイナル　   オープン参加（1,000円）
11月15日（日）玉納め大会　　　　 オープン参加（3,500円）
大会終了後、慰労懇親会あり。送迎バス運行します。
※11 月16日（月）以降、大会時以外コース無料開放します。

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名様～）
お膳コース　おひとり様 5,000円（2名様～）
飲み放題（2時間）　おひとり様1,500円　ご予約承り中！

 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。）
※ 11月26日（木）はメンテナンスのため、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）
ご延泊1泊につき4,500円（2食付）※年末年始等お受けできない
日がございます。詳しくはお問い合わせください。

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。

田沢湖生保内字武蔵野111-8　☎ 43-2133
 7：00 ～ 21：00（受付終了 20：00）　定休日：第2・第4水曜日

東風の湯
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