
  戸籍の
 窓口から
―4月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,841 人 （+　 3）
男 12,993 人 （－     6）
女 14,848 人 （+      9）

世帯数 　10,724 世帯 （+    29）

（平成 28 年 5 月 1 日現在）　　     前月比

出生
10 人 47 人 91 人 51 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）

菅原大
だ い ち

智　 （浩路・角館東前郷字赤平）

芳賀健
けんせい

生　 （浩之・角館東前郷字七ツ関）

八栁華
か れ ん

蓮　 （康規・上菅沢）

千葉琉
りゅうと

翔　 （雄司・中菅沢）

鈴木結
ゆ い と

仁　 （昌幸・山根町）

戸澤みわ　 （真・小人町）

加賀谷愛
も も

百 （義丸・上新町）

細井咲
さ き

希　 （正満・山谷川崎黒森）

黒澤愛
あ い な

那　 （諒平・山谷川崎黒沢）

山田将
しょうき

輝　 （泰司・雲然荒屋敷）

石川克也　 （38 歳・雲然田中）

小林誠　　 （90 歳・白岩前郷）

加藤姚子　 （90 歳・白岩前郷）

阿部トシ子 （85 歳・上桧木内字桁沢）

鈴木重右エ門 （78 歳・上桧木内字横枕）

門脇 孝　 （85 歳・桧木内字霞田）

佐藤為雄　 （90 歳・桧木内字松葉）

武藤真利子 （60 歳・桧木内字相沢）

佐々木歩　 （43 歳・小山田字鎌足）

佐藤キミヱ （93 歳・小渕野字山崎）

斯波洋太　 （77 歳・西荒井字塚野腰）

千葉堅　　 （85 歳・生保内字大川端）

寺澤伊津代 （58 歳・生保内字武蔵野）

佐藤サナ　 （89 歳・生保内字武蔵野）

中嶋等　　 （90 歳・生保内字武蔵野）

佐藤スヤ子 （82 歳・生保内字武蔵野）

齋藤正治　 （82 歳・生保内字武蔵野）

髙橋清徳　 （74 歳・生保内字武蔵野）

髙橋練三　 （73 歳・生保内字街道ノ上）

小玉駿　　 （83 歳・刺巻字中村）

千葉一雄　 （95 歳・田沢字高屋）

佐藤利夫　 （91 歳・小松字田中）

山岡幹　　 （86 歳・岡崎字若宮）

金子ヒテノ （94 歳・神代字竹原）

大山キサ子 （80 歳・神代字街道北）

髙倉辰夫　 （84 歳・卒田字黒倉）

冨岡薫　　 （86 歳・上菅沢）

石橋洋子　 （66 歳・岩瀬下タ野）

高橋君　　 （76 歳・岩瀬）

高川茂男　 （72 歳・勝楽）

栗林靜男　 （73 歳・北野）

本田ヒサ　 （89 歳・山谷川崎下大場）

髙橋一夫　 （89 歳・川原安久戸）

藤枝剛　　 （77 歳・小勝田柳田）

敦賀谷シメ （80 歳・小勝田中川原）

梶山恵子　 （59 歳・小勝田下川原）

佐藤イヨ子 （84 歳・西長野堂ノ前）

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）

7月30日㈯ 18:00 ～　一夜限りの特別メニュー満載♪
2 時間飲み放題付きで大人 5,000円、中高生 2,500円、小学
生 1,500円、幼児（3 ～ 5 歳）500 円　市内送迎承ります。

おひとり様2泊3日（5食付）10,800円
※ご延泊は1泊（2食付）につき 5,000円追加。
1室1名様ご利用の場合はご宿泊 1 回につき1,080 円追加

7月9日㈯ 18:30 ～　会場：2階多目的ホール
おひとり様5,000円（料理・飲み物付）ご予約承り中！

1泊2食　3名様～：6,980円　2名様：7,980円
1泊3食はチェックアウト13:00、ワンドリンク + 昼食麺類付
1日10室限定　詳しくはお問い合わせください。

16日㈭ 18:30 ～ 20:30　会場：レストラン
おひとり様4,700円（鯛料理 + 飲み放題）

　4日㈯　月例大会　    　 会員限定（500 円）
12日㈰　花葉館杯春季　オープン参加（1,000 円）
26日㈰　すみれカップ　オープン参加（1,000 円）
各大会、昼食350円でご用意します。（要事前申込）

19日㈰ 11:00 ～ 14:00　1,500円　※なくなり次第終了。
※日替わりランチはホームページまたは店頭でご確認ください。

11日㈯、12日㈰ 10:00 ～ 16:00
講師：髙山純子氏（草花木香）
10分コース 864円、15分コース 1,080円

ビアパーティー＆鏡
きょうもと

元もとじショー

リフレッシュ「湯治プラン」（～ 7月15日㈮まで）

ディナーバイキングご予約受付中！

心もからだもほぐれる アロマハンドトリートメント

市民入浴無料！仙北市民憩いの日　今月は６月26日㈰

父の日ランチ（レストラン北蔵）

さなぶり宿泊プラン好評受付中（～ 7 月31日（日）まで）

今が旬！鯛祭り

グラウンドゴルフ

西木町門屋字屋敷田 83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00
休館日：30日㈭（館内メンテナンスのため）

田沢湖田沢字潟前 78　☎ 43-2424　平日 10:00~16:00　
土日祝 9:00 ～ 17:00　（4 月上旬～ 11 月中旬は無休）

田沢湖生保内字武蔵野111-8　☎ 43-2133　7:00 ～ 21:00（受付終了
20:00）　6月の定休日…8日㈬、22日㈬

※仙北市民と確認できるものを必ずお持ちください。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。表記の価格は全て税込価格です。

6/ １ 水

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

●無料人権・困りごと特設相談所開設日（市役所角館庁舎、田沢湖総合開発セ
ンター、社会福祉協議会西木支所 10:00 ～ 15:00） 5/16･P16

●秋田駒ヶ岳山開き（神事：駒ヶ岳八合目登山口10:10 ～） 5/1･P6

２ 木

３ 金

４ 土 ●おはなし会「うさぎのみみ」（総合情報センター 10:00 ～ 11:00） 5/16･P16

５ 日

６ 月

７ 火 ●60歳からの英会話教室（西木公民館 13:30 ～ 15:00） 5/16･P14

８ 水
●行政相談所開設日（市役所神代出張所 13:00 ～ 16:00） P17

●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（市役所神代出張所 13:00 ～ 16:00） P17

９ 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

１０ 金
●えほん広場（さくラッコ 10:00 ～ 15:00） P13

●田沢湖さつき愛好会第37回さつき展示会（田沢湖観光情報センター「フォレイク」
13:00 ～ 16:30） P17

１１ 土
●田沢湖さつき愛好会第37回さつき展示会（田沢湖観光情報センター「フォレイク」
9:00 ～ 16:30） P17

１２ 日
●田沢湖さつき愛好会第37回さつき展示会（田沢湖観光情報センター「フォレイク」
9:00 ～ 16:30） P17

１３ 月
●ヘルシースリム講座（角館武道館 14:00 ～ 15:30） P10

●田沢湖さつき愛好会第37回さつき展示会（田沢湖観光情報センター「フォレイク」
9:00 ～ 16:00） P17

１４ 火
●パッチワーク教室（桧木内地区公民館 10:00 ～ 15:00） P10

●こころの相談（角館交流センター 14:00 ～ 15:00、15:30 ～ 16:30） P15

●60歳からの英会話教室（西木公民館 13:30 ～ 15:00） 5/16･P14

１５ 水

●たいそう広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P13

●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

●山野草の寄せ植え教室（西木公民館 13:30 ～ 15:30） 5/1･P12

１６ 木

●わくわく広場（さくラッコ 10:00 ～ 11:30） P13

●「やさいの花」第7回定期朗読公演（総合情報センター 13:30 ～ 15:00） P16

●行政相談所開設日（角館交流センター 13:00 ～ 16:00） P17

●山の楽市 事業概要説明会（商工会西木支所 14:00 ～） P18

１７ 金
●笑いの会（健康管理センター 10:00 ～ 11:30 頃） P15

●教科書展示会（総合情報センター 9:00 ～ 16:30） 7月2日まで  ※月曜休館 P17

１８ 土 ●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10:00 ～） P11

仙北市カレンダー ６/１水   ～１８土  
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旬な情報チャンネル

平成28年春の叙勲・褒章

健口のススメ

市役所からのお知らせ

平成27年度仙北市の財政状況

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

まちづくり日記／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　最近、毎週サッカーの試
合があり、週末ごとに気力・
体力を使い果たしていました。
ここ数年経験していなかった
両足裏の靴ずれも発症。私生活
に多大なる影響を与えていま
す。少しでも浮いて移動でき
れば楽なんでしょうけど、ド
ローンを活用できるでしょう
か。そんな状態でやってきた 5
月25日。歯を食いしばっての
運動。自分にとっては過酷な
チャレンジデーとなりました。

TK　5 月下旬から末日まで生
保内公園ではつつじ祭りが行
われました。開催日前、一度
撮影に訪れた時にはほぼ満開。
夕日も相まってオレンジ色の
花が映え、美しい光景でした。
撮影を始めると甘い香りに誘わ
れてかミツバチが登場し、これ
以上ない構図が完成。あの時の
ミツバチには頭が上がりません。

MT　コンサートの取材へ。ソ
プラノコンサートは大型連休
中とあり、内陸線角館駅隣の
会場には多くの観光客が訪れ
ました。春めいた伸びやかな
歌声は美しく、内陸線のPRに
も一役買っているようでした。
ロビーコンサートは、地元に
縁ある 2 人の歌手が情景浮か
ぶ歌詞を透き通る歌声で披露。
どちらも間近で見ることがで
きて感激でした。今後もこの
ようなイベントを続けてもら
いたいです。

訂正とお詫び
5月1日号の記事の中でお名前に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。

（誤）菊池優月くん　→　（正）菊地優月くん

旬
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