
Happy
  Valentine's 
         Day

  戸籍の
 窓口から
―12月届出分・敬称略―

人の動き

人口 28,089 人 （－ 27）
男 13,104 人 （－　9）
女 14,985 人 （－   18）

世帯数 　10,729 世帯 （－　7）

（平成 28 年 1 月 1 日現在）　　     前月比

出生
14 人 36 人 34 人 39 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）

佐々木梨
り ほ

帆　（信・生保内字田向）

小田嶋琉
る い

生　（秀栄・小松字二枚橋）

真崎恭
きょうご

吾　　（真吾・卒田字上真崎野）

戸納瀬朱
あ か ね

音　（崇・上菅沢）

熊谷莉
り く

玖　　（信也・中菅沢）

山本悠
は る ま

馬　　（将人・上野）

糸井翔
しょういちろう

一朗　（健作・川原羽黒堂）

堀井泰
やすひと

仁　　（英和・川原寺前）

堀井崇
たかひと

仁　　（英和・川原寺前）

佐藤雅
み や び

毘　　（励・雲然荒屋敷）

進藤柊
ふ ゆ と

翔　　（光輝・八割西ケ沢）

高橋夢
の あ

叶　　（嘉洋・桧木内字小波内）

西宮奈
な ほ

穂　　（洸・門屋字六本杉）

西宮志
し ま

茉　　（優太・門屋字六本杉）

千葉健彦　 （32 歳・薗田板井村）

草彅正榮　 （87 歳・広久内下タ町）

佐藤孝三　 （67 歳・上桧木内字粟掛）

竹村晴夫　 （75 歳・桧木内字吉田）

山田芳　　 （87 歳・桧木内字高屋）

村山精一　 （49 歳・西明寺字堂村）

齋藤榮子　 （93 歳・小山田字林崎）

佐藤文夫　 （82 歳・上荒井字寺村）

髙田節子　 （85 歳・生保内字源左ェ門野）

草彅直治　 （75 歳・生保内字野中）

上野国広　 （64 歳・田沢字高屋）

石川シホ　 （87 歳・田沢字高屋）

山田菊子　 （93 歳・田沢字供養佛）

佐藤みゆき （54 歳・小松字寄合）

亀谷勝夫　 （77 歳・上菅沢）

千葉良子　 （70 歳・上菅沢）

山本和男　 （71 歳・上菅沢）

渡辺広作　 （76 歳・岩瀬下タ野）

橋本綾子　 （75 歳・岩瀬）

髙橋惠美子 （79 歳・細越町）

髙橋三郎　 （83 歳・山谷川崎上萩ノ台）

戸澤幸代　 （67 歳・川原若神子）

佐藤トシ子 （59 歳・小勝田松ケ崎）

藺藤フサ　 （71 歳・小勝田中川原）

石川テル　 （92 歳・西長野桂渕）

藤原重實　 （57 歳・雲然田中）

髙 常雄　 （69 歳・雲然田中）

鈴木壽亮　 （90 歳・下延竹市野）

安　リヨ　 （82 歳・八割西ケ沢）

木元哲良　 （83 歳・白岩前郷）

藤原冨士榮 （81 歳・薗田別当村）

加藤毅　　 （78 歳・薗田別当村）

おくやみもうしあげます　…氏名（年齢・住所）

＊第３セクター耳より情報＊
mimiyori-joho西木温泉ふれあいプラザクリオン

田沢湖ハーブガーデン「ハートハーブ」

花葉館

東風の湯

西宮家

角館町西長野古米沢 30-19　☎ 55-5888　※不定休

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

1,080円（ライス・サラダ・スープセット）
オリジナルデミソースでじっくり煮込みました。この冬に
しか味わえない限定品をぜひご賞味ください。

2月19日（金）2階多目的ホール
18:30開宴　大人6,000円（料理・飲み物付）
豪快な本マグロ解体ショーや、夏木えいじによるステージ
ショー！美味しい料理に新鮮な本マグロをお楽しみください♪

お料理3,000円～
★ご利用特典★　①入湯料サービス　②カラオケ歌い放題
③無料送迎バス手配　④お料理4,000円以上でお銚子サービス

レストラン北蔵　11:00 ～ 14:00
2月3日（水）節分の日ランチ
2月14日（日）バレンタインディランチ
おひとり様 1,500円　※なくなり次第、終了となります。

米蔵　2月20日（土）～ 3月13日（日）
27日（土）～雛御膳（2,160円）販売開始（3日前まで要予約）

2月毎週土曜日 17:30 ～18:00　火振りかまくら体験できます。

2月20日（土）1日限り　10:00 ～ 18:00

2月19日（金）会場：レストラン
18:30 ～ 20:30　おひとり様 4,700円（飲み放題付）

2月11日（木・祝）会場：ひでこの間
12:00開場　13:00開宴　おひとり様 3,000円

（お弁当＋入浴券＋お楽しみ抽選権付）

クリオンの海鮮祭り

歓送迎会におすすめ！日帰りプラン

冬季限定ランチ「牛タンシチュー」登場！

仙北市民憩いの日　今月は２月２６日（金）

あんこうとかに祭り

入湯回数券割引販売（温泉棟限定）

☆２月のスペシャルランチ

お雛様展示します

新春の歌と踊りの饗宴　初春の宴

 西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010
 6：00 ～ 21：00　※休館日：2月25日（木）

 田沢湖田沢字潟前 78　☎ 43-2424
 冬期間土・日・祝日のみ営業　10:00~16:00

田沢湖生保内字武蔵野111-8　☎ 43-2133　7：00 ～ 21：00（受付
終了 20：00）　2 月の定休日…10日（水）、24日（水）

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。

※写真等は全てイメージです。表記の価格は全て税込価格です。

2/ １ 月
● 33歳厄祓い・懇親会（角館總鎭守神明社・グランデールガーデン） 12/1･P28

● 42歳厄祓い・懇親会（角館總鎭守神明社・花葉館） 12/1･P28

２ 火 ●親支援講座（健康管理センター 9:30 ～ 9:40 受付　11:30 頃終了） 1/16･P9

３ 水
●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00） P11

●こころの相談（角館交流センター） P11

●第5回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 1/16･P14 

４ 木

●初歩から始めるおもてなし英会話講座（角館公民館 15:15 ～ 16:15） P12

●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5回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 1/16･P14 

●リズムダンス教室（西木公民館 10:00 ～ 11:30） 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 

５ 金

６ 土

● 2016 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会【モーグル予選・
決勝】（たざわ湖スキー場） P4

●白岩城址燈火祭（白岩平城ほか 17:00 ～） P5

●テーマパーク流接客・コミュニケーションセミナー（田沢湖総合開発センター） P18

●おはなし会『うさぎのみみ』（総合情報センター 10:00 ～ 11:00） 1/16･P14 

７ 日
● 2016 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会【デュアルモーグ
ル予選・決勝】（たざわ湖スキー場） P4

●テーマパーク流接客・コミュニケーションセミナー（角館交流センター） P18

８ 月
●エコクラフトのかご作り【上級】（西木公民館 10:00 ～ 12:00） 12/16･P14

●新舞踊教室（西木公民館 13:00 ～ 15:00） 11/16･P9 

９ 火 ●第5回仙北市総合美術展（角館町平福記念美術館 9:00 ～ 16:30） 21日まで  P12

１０ 水

●上桧木内の紙風船上げ（西木町紙風船広場 15:00 会場オープン） P5

●こころの相談（角館交流センター） P11

●わくわく広場（健康管理センター 10:00 ～ 14:00） 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） P18

●行政相談所開設日（神代出張所 13:00 ～ 16:00） P19

１１ 木

●おやま囃子芸能発表会（角館交流センター 9:20 開会） P17

●仙北市民スキー大会（【アルペン・スノーボード】たざわ湖スキー場　【クロスカ
ントリー競技】田沢湖スポーツセンタークロスカントリーコース） 1/1･P23 

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

１２ 金

●エコクラフトのかご作り【上級】（西木公民館 10:00 ～ 12:00） 12/16･P14

●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

１３ 土
●角館の火振りかまくら（桜並木駐車場） P5

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

１４ 日

●角館の火振りかまくら（角館町内各所） P5

●松葉・相内の裸参り（西木町桧木内字松葉 11:00 ～） P5

●かたくりの郷 どんど焼き（かたくり館前特設広場 15:00 ～） P5

●乳頭スノーシューハイキング（休暇村乳頭温泉郷玄関前集合 10:00 ～ 12:30） P19

１５ 月

●商業及び起業・創業支援セミナー（西木温泉ふれあいプラザクリオン 13:00

～ 16:50） P9

●かっこべ編み教室（西木公民館 9:30 ～ 11:30） P12

●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） P18

仙北市カレンダー ２/１月   ～１５月  
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旬な情報チャンネル

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

仙北市の冬まつり

各種行政手続きでマイナンバー
が必要になります

市役所からのお知らせ

保健・健康の掲示板

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

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　雪が少ないとはいえ、それな
りに寒い仙北市。湯船で身体を温
めるのが楽しみの一つでもありま
す。が、少し前からボイラーの調
子が悪くなってしまいました。ボ
タン一つで、ちょうどよい分量で
お湯がたまるのですが、最近は湯
船のふたを開けると、お湯がタッ
プタプ！すりきり1杯です。溢れ出
ない程度に湯船の湯を使ってから
浸かる日々には慣れましたが、ふ
たを開けた瞬間お湯100％には毎回
びっくりしています。要修理です…。

TK　紙面作りの参考にするために
キャッチコピー集なるものを閲覧。
CMやポスターなどで使用された
キャッチコピーがずらりと並び、
センスの良さに思わずため息が。
対して私のものはと言うと…。
首を傾げすぎて痛くなりそうです。

MT　今年は暖冬のせいか雪があ
まり降らなくてよいなぁと思っ
ていたところ、１月中旬ともなる
としっかり寒波が訪れ気温も急
低下。あっという間に雪寄せの
毎日に早変わりしました。２月
はスキーのモーグル大会や小正
月行事が各地域で目白押しです。
これぞ雪国！の醍醐味を味わえ
ます。やはり雪があればこそ、
春の待ち遠しさを強く感じるの
でしょうか。興味のある冬まつ
りにぜひ足をお運びください。

西長野
ふるさとまつり

2月14日（日）
祭
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