
1/ １ 金 ●元旦歓迎イベント（JR 田沢湖駅、JR 角館駅）

２ 土

３ 日

４ 月
●バス・スタンプラリー2016（実施方法・対象路線等詳しくは 22 ページをご覧くだ

さい。） P22 31日まで

５ 火

６ 水

●こころの相談（角館交流センター） P20 

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00） P20 

●平成28年仙北市消防出初式（分列行進【市役所田沢湖庁舎～仙北市民会館 13:00 ～】

式典【仙北市民会館 14:00 ～】） 12/16･P10

●軽油（農業用）免税証交付申請集合受付（西木総合開発センター 10:00 ～ 11:30、

13:00 ～ 15:30） 12/1･P28

７ 木
●リズムダンス教室（西木公民館 10:00 ～ 11:30） 12/1･P22 

●第11回仙北市新春書き初め大会（角館交流センター 9:00 ～） 12/1･P22 

●ソープカービング講座（西木公民館 9:30 ～ 11:30） 11/16･P14 

８ 金
●んみゃもの料理教室（神代就業改善センター 10:00 ～ 13:00） 11/16･P9 

●円熟教室 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

９ 土

●子育て教育講演会（角館樺細工伝承館 9:50 ～ 11:40） P18

●おはなし会「うさぎのみみ」（総合情報センター 10:00 ～ 11:00） P22

●切り絵教室（田沢湖総合開発センター 13:00 ～ 15:00） 12/1･P22 

●衣類のリメイク教室（西木公民館 13:30 ～ 16:00） 11/16･P9 

１０ 日
●ロビーダンスフェスティバル（仙北市民会館 12:00 ～ 17:00） P22

●神代地区新春懇談会（温泉ゆぽぽ 10:00 ～） P22

１１ 月 ●新舞踊教室（西木公民館 13:00 ～ 15:00） 11/16･P9 

１２ 火
●土砂災害防止法に基づく調査結果に関する説明会【田沢湖地区】（田沢出張所

14:00 ～） P9 

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

１３ 水

●土砂災害防止法に基づく調査結果に関する説明会【西木地区】（市役所西木庁舎

14:00 ～） P9 

●うきうき広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P19 

●こころの相談（角館交流センター） P20 

●行政相談所開設日（神代出張所 13:00 ～ 16:00） P23

●仙北市社会福祉協議会行政相談所開設日（神代出張所 13:00 ～ 16:00） P23

●第4回パソコン講座（総合情報センター13:00 ～16:00） 12/16･P16

●手芸教室【クラフトテープでかご作り】（田沢湖総合開発センター 18:00 ～

20:00 頃） 12/1･P22 

●軽油（農業用）免税証交付申請集合受付（田沢湖総合開発センター 10:00 ～

11:30、13:00 ～ 15:30） 12/1･P28

１４ 木

●土砂災害防止法に基づく調査結果に関する説明会【角館地区】（角館交流センター

14:00 ～） P9 

●仙北市社会福祉協議会行政相談所開設日（社会福祉協議会角館支所 13:00 ～ 16:00） P23

●第4回パソコン講座（総合情報センター13:00 ～1600） 12/16･P16

●リズムダンス教室（西木公民館 10:00 ～ 11:30） 12/1･P22 

１５ 金 ●笑いの会（健康管理センター 10:00 ～ 11:30 頃） P20 

仙北市カレンダー １/１金   ～１５金  

●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.193

ＩＮＤＥＸ
2-3

4

5-7

8-11

12-13

14

15

16

17

18-19

20-21

22-23

24-25

26

市長 新年のごあいさつ

2016 FIS フリースタイルスキー
ワールドカップ秋田たざわ湖大会

旬な情報チャンネル

市役所からのお知らせ／健康ワ
ンポイント

平成26年度決算状況

マイナンバーの利用が始まります

かくのだてフィルムコミッション 
ロケーションだより／介護保険
事務所からのお知らせ

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

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　あけましておめでとうござ
います。平成27年の目標を「完
治」。怪我の多かった前年からこ
のような目標を掲げた 1 年。ほ
ぼ達成できたと思っています。
ただ、運動をだいぶ控えたため
体力が激減。ゆえに、平成28年
の目標は「2、3年前の体力まで
戻す！」。前向きなのか後ろ向き
なのかよくわからなくなってし
まいましたが、運動して健康な1
年でありたいと思います。

TK　今年のテーマは「脱・雨男」
昨年は外での取材の度に雨が降
り、なんとも申し訳ない気持ちに。
そこで調べてみると日本の気候
上、3日に1回は雨の日に当たる
計算になることが判明。あとは
気の持ちよう、とのこと。とりあ
えず自分のメンタル強化から始め
たいと思います。今年こそ晴れの
日に多く当たりますように。

MT　今年もよろしくお願いしま
す。新年第１号はちょっと広報
に変化をつけました。皆さんお
わかりですか？実は全ページで
はありませんが、ちょっとだけ
文字を大きくしてみました。ほ
んのちょっとなのでわかりづら
いかもしれませんが、比べてみ
てください。今年も読みやすさ、
伝わる広報を第一に心がけ、丁
寧に作っていきたいと思います。

  戸籍の
 窓口から
―11月届出分・敬称略―

人の動き

人口 28,116 人 （－ 41）
男 13,113 人 （－ 18）
女 15,003 人 （－ 23）

世帯数 　10,736 世帯 （－ 17）

（平成 27 年 12 月 1 日現在）　　   前月比

出生
9 人 36 人 30 人 44 人

死亡 転入 転出

 おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

小室美
み の

乃　　（智歳・生保内字武蔵野）

吉村柚
ゆ ず き

姫    　 （祐樹・岡崎字岡本）

大石楓
ふ う り

凛　　（優樹・梅沢字樋口）

荒川快
かい

　　　（大・水ノ目沢）

髙橋那
な お

央　　（祐・岩瀬下タ野）

髙橋彩
さ あ や

愛弥　（孝・西田）

小木田琉
る い

維　（尚之・中町）

菊池力
りきまる

丸　　（雄斗・西長野熊堂）

八柳凜
り い

衣　　（直幸・小山田字八津）

おくやみもうしあげます　…氏名（年齢・住所）

西宮家

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

 西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010
 6：00 ～ 21：00　※ 1月28日（木）は休館日となります。

1 月 1 日（金・祝）～ 1 月 5 日（火）
松花堂おせち弁当やお正月メニューなど
この期間だけの限定メニューをご用意
しています！ぜひレストラン「かたく
り」にてお楽しみください。

≪日帰り入浴≫ 9:00 ～ 21:00 まで（20:00 受付終了）
≪レストランかたくり≫11:00～21:00（20:30ラストオーダー）

1日（元日）は16:00で閉店させていただきます。

1月1日（金・祝）～ 3日（日）9：00 ～
◆その1　入湯回数券販売 　12枚 4,000円⇒ 3,000 円
◆その2　お楽しみ抽選会　ご利用1,000円ごとに1回抽選
　　　　   ※入湯回数券の購入は対象外、なくなり次第終了
◆その3　お買い得！特典付「福袋」販売　※個数限定

東風の湯

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・4水曜日

仙北市民入浴無料！ご家族みなさん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。

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）

1月1日（金・祝）～ 3日（日）
宿泊ロビーにて振舞い酒をサービスします。

レストラン北蔵
1月1日（金・祝）～ 3日（日）
11:00 ～ 14:00　おひとり様 1,500 円
※なくなり次第終了
期間中は振舞い酒をご用意しています♪

1月22日（金）　18:30 ～ 20:30　4,700円（飲み放題付）

1月31日（日）　受付 9:30　終了 17:00
おひとり様5,000円（懇親会・賞品代含む）
※1団体につき4人でお申し込みください。
申込締切　1月22日（金）

西木温泉ふれあいプラザクリオン

菅榮子　　 （80 歳・薗田板井村）

佐藤亥代子 （79 歳・広久内前田）

門脇松一　（87 歳・上桧木内字西下戸沢）

戸嶋亭助　 （84 歳・上桧木内字浦子内）

斎藤敏男　 （84 歳・桧木内字山口）

櫻田テイ子 （84 歳・西明寺字桜田）

新山テツ子 （91 歳・西明寺字堂村）

髙橋富子　 （89 歳・小渕野字袖野）

※写真はイメージです。　※表記の価格は全て税込価格です。

mimiyori- joho

田口和子　 （93 歳・生保内字黒沢）

鈴木誠二　 （83 歳・生保内字上清水）

竹原春雄　 （83 歳・生保内字下滝沢）

田口イテ子 （90 歳・生保内字水尻）

佐々木ミキ子 （83 歳・生保内字沼田）

浅野兼太郎 （83 歳・生保内字宮ノ前）

田村仙次　 （93 歳・刺巻字六枚）

千　和夫　 （83 歳・田沢字道目木）

羽川はつ江 （67 歳・田沢字寺下）

佐藤令子　 （78 歳・小松字寄合）

佐藤子之助 （79 歳・神代字街道南）

佐藤ミヱ　 （93 歳・神代字板屋）

大石セツ　 （88 歳・梅沢字樋口）

真崎志ん　 （92 歳・卒田字上真崎野）

熊谷友子　 （69 歳・岩瀬）

阿部満　　 （34 歳・勝楽）

渡邉よう子 （76 歳・小館）

黒澤スジヱ （90 歳・山谷川崎大黒沢）

黒澤トラノ （88 歳・山谷川崎大黒沢）

戸澤キヌ子 （87 歳・川原下袋）

菅原寅夫　 （89 歳・西長野中泊）

安　忠　　 （88 歳・八割塩手沢）

鈴木ゆう子 （66 歳・白岩町東）

髙橋美幸　 （46 歳・白岩念仏殿）

草薙紀雄　 （71 歳・白岩下掵）

相馬金清　 （86 歳・白岩堂野口）
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