
  戸籍の
 窓口から
―1月届出分・敬称略―

人の動き

人口 28,048 人 （－ 41）
男 13,090 人 （－   14）
女 14,958 人 （－   27）

世帯数 　10,714 世帯 （－   15）

（平成 28 年 2 月 1 日現在）　　     前月比

出生
12 人 51 人 26 人 28 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）

油谷剛
こ う た ろ う

太朗（重幸・生保内字街道ノ上）

油谷誠
せ い じ ろ う

志朗（重幸・生保内字街道ノ上）

富永柊
と う や

矢　 （優己・生保内字四十程）

後藤夢
む う と

翔　 （久幸・神代字長信田）

高橋希
き う

羽　 （優太・北野）

福井丈
ひ ろ と

翔　 （弘・川原町）

渡部莉
り の

乃　 （和成・山谷川崎字川崎）

阿部水
み ず き

紀　 （和範・桧木内字中島）

藤枝知
ち さ と

聖　 （諭・桧木内字大台野開）

高橋進
し ん じ ろ う

次郎（大作・小渕野字赤ハケ）

佐々木孝喜 （62 歳・白岩前郷）

菅原利美　 （58 歳・薗田銭神）

武藤トモヱ （86 歳・桧木内字松葉）

関谷ミヨ子 （88 歳・桧木内字松葉）

安達サダ　 （94 歳・桧木内字畑中）

田口忠亮　 （74 歳・西明寺字塞ノ神）

新山ハルヨ （84 歳・西明寺字宮田）

門脇洋子　 （56 歳・小山田字沢口）

佐藤ヱシ　 （81 歳・上荒井字中屋敷）

高橋幸雄　 （64 歳・小渕野字後川）

簗田重正　 （86 歳・田沢字春山）

千葉敏夫　 （68 歳・生保内字中村）

荒木田芳美 （75 歳・生保内字相内端）

御崎哲次　 （86 歳・生保内字野村）

鈴木スヱ　 （79 歳・生保内字上堂田）

髙 忠　　 （72 歳・潟字蛭児堂）

石郷岡德　 （84 歳・田沢字高屋）

伊藤サキ　 （89 歳・田沢字寺下）

伊藤昭德　 （88 歳・田沢字寺下）

伊藤由美　 （64 歳・小松字本町）

小田嶋タケ子 （67 歳・小松字二枚橋）

高橋トキヱ （99 歳・角館東前郷字杉林）

藤本正　　 （79 歳・神代字古館野）

佐藤龍二　 （82 歳・神代字野中清水）

武村喜市　 （93 歳・梅沢字沼頭）

藤原ミツ　 （85 歳・梅沢字大船）

大和ミヨノ （86 歳・卒田字荒町）

阿部礼治　 （69 歳・菅沢）

深谷等　　 （27 歳・菅沢）

髙橋堅治　 （98 歳・菅沢）

平岡富美子 （87 歳・菅沢）

佐藤タケノ （87 歳・菅沢）

長松谷悌三 （86 歳・岩瀬下タ野）

村上清太郎 （90 歳・岩瀬下タ野）

髙橋作治　 （79 歳・岩瀬）

加賀谷貞吉 （80 歳・山根町）

石𣘺 𠮷　（84 歳・小人町）

黒澤ツメノ （94 歳・山谷川崎黒沢）

佐藤マツヱ （96 歳・雲然荒屋敷）

髙 てい子 （66 歳・雲然田中）

鈴木多智子 （91 歳・下延切欠田）

木元美代　 （84 歳・白岩前郷）

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

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
メンテナンス休館日…8日（火）、9日（水）

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

3月18日（金）18:30 ～ 20:30　会場 : レストラン
おひとり様4,700円（韓国料理バイキング＋飲み放題付）

謝恩会・歓送迎会等、各種ご宴会のご予約承ります。
感謝宿泊プラン、日帰り宴会プランもご予約承り中！
4月1日（金）～　日帰り宴会花見プラン　2,980 円～◆お膳プラン　おひとり様 4,000円～

◆卓盛プラン　おひとり様 3,000円～（8名から予約可）
◆飲み放題（2時間）　おひとり様2,000円
◆歓送迎会限定ご宿泊プラン（1泊朝食付）おひとり様 5,010円
集合写真撮影、送迎バス（10名～）、カラオケも承ります。

3月末までのお得なプランとなっています。
2泊3日（5食付）でおひとり様9,800円
ご家族、グループでのご利用も大歓迎です。

3月25日（金）18:30～
会場 : クリオン内　レストラン「かたくり」
おひとり様 3,500円（料理・飲み物付）ご予約承り中。

✿お花見期間中のご予約も承っています✿

レストラン北蔵　おひとり様2,160円
（2名から予約可　3日前まで要予約）
3月13日（日）までの限定メニューです♪
また、米蔵ではお雛様、パッチワークを展示しています。
お食事とともにぜひお楽しみください。

レストラン北蔵　3月14日（月）11:00 ～ 14:00
おひとり様1,500円　※なくなり次第終了

歓送迎会プラン

大好評！「温泉三昧湯治プラン」

かたくりパーティー

仙北市民憩いの日　今月は３月２６日（土）
ホワイトデーランチ

雛御膳ご用意しています

韓国料理フェア

西木町門屋字屋敷田 83-2　☎ 47-2010
6:00 ～ 21:00　※休館日…31日（木）

田沢湖生保内字武蔵野111-8　☎ 43-2133　7:00 ～ 21:00（受付終
了 20:00）　3 月の定休日…9日（水）、23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。

3/ １ 火 ●角館高校卒業式

２ 水
●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00） P9

●第6回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 2/16･P10

３ 木
●第6回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 2/16･P10

●初めての方のソープカービング講座（神代就業改善センター 9:30 ～12:00） 2/16･P10

●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） 2/1･P12 

４ 金
●巻き寿司作り（旧石黒（恵）家 13:15 ～ 15:30） 2/16･P10

●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

５ 土 ●津軽三味線ロビーコンサート（仙北市民会館 18:00 開演） 2/16･P10

６ 日 ●個人番号カード休日交付日（市役所田沢湖・角館・西木庁舎 9:00 ～ 15:00） P7

７ 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） P17

８ 火

９ 水

●こころの相談（角館交流センター） P9

●うきうき広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P13

●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

●行政相談所開設日（神代出張所 13:00 ～ 16:00） P17

●介護予防サポーター（きらめき隊）研修会（田沢湖健康増進センター 10:00 ～
12:00） 2/16･P9

●第6回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 2/16･P10

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） P17

●第6回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 2/16･P10

●初めての方のソープカービング講座（神代就業改善センター 9:30 ～12:00） 2/16･P10

●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） 2/1･P12 

１１ 金

●介護予防サポーター（きらめき隊）研修会（角館交流センター 10:00 ～
12:00） 2/16･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

１２ 土
●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10:00 ～） P11

●そばタベクラーベの会（角館交流センター 18:00 ～ 19:30） 2/16･P10

●生保内・角館・神代・西明寺・桧木内中学校卒業式

１３ 日
●個人番号カード休日交付日（市役所田沢湖・角館・西木庁舎 9:00 ～ 15:00） P7

●ゲレンデ de 雪こん in 田沢湖（たざわ湖スキー場 9:20 ～ 15:00） P17

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

１５ 火
●介護予防サポーター（きらめき隊）研修会（田沢湖健康増進センター 10:00 ～
12:00） 2/16･P9

●生保内・角館・神代・西明寺・桧木内小学校卒業式

１６ 水

●こころの相談（田沢湖健康増進センター） P9

●えくぼの会（角館交流センター 10:00 ～ 14:00） P9

●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

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

●白岩・中川小学校卒業式
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旬な情報チャンネル

仙北市の冬まつり

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

平成27年度仙北市読書感想文コ
ンクール

まちづくり日記／介護保険事務
所からのお知らせ

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　寒さ厳しい冬の夜に行わ
れる角館の火振りかまくら。や
や気温の高い今年、これなら
長時間撮影に耐えられる！意
気揚々と会場に向かうも、移
動中に感じた雨っぽい天気に
心配が募ります。イベント開
始後、徐々に降る雨。曇るレ
ンズ。濡れる手袋。折れる心。
防水の意識が薄かったことを
反省です。

TK　冬まつりに欠かせない存
在である「火」。主役級の働き
をするものからそっと会場を
照らす脇役的なものまでその
役割も様々。気づけば火ばか
り撮っていることも。どうやら
揺れる火を見つめるだけで癒
し効果が得られるそうで。健
康なことだけが取り柄の私で
すが、無意識のうちに癒しを
求めていたのでしょうか。今
となっては真相は闇の中です。

MT　気がつけば春の足音が近
づいて来ました。先日、角館小
学校に大相撲の豪風関が訪れ児
童たちと交流。そういえば数年
前も仙北市を訪問しています。
故郷をとても大切にしている
ようでした。児童たちは本物の
現役力士に大喜びで、豪風関と
腕相撲対決したり、気になる
ことを質問したり、楽しい時
間を過ごしました。将来、こ
のことがきっかけで、仙北市
から大相撲を目指す子どもが
誕生するかもしれませんね。
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