
  戸籍の
 窓口から
―6月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,770 人 （－ 31）
男 12,959 人 （－   19）
女 14,811 人 （－   12）

世帯数 　10,704 世帯 （－   15）

（平成 28 年 7 月 1 日現在）　　     前月比

出生
11 人 38 人 31 人 35 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）

中川柚
ゆず

　　 （拓・生保内字男坂）

佐々木麻
あ さ ひ

陽 （駿輔・生保内字相内端）

鎌田舜
しゅんや

也　 （浩克・生保内字四十程）

門脇滉
ひ ろ と

登　 （重則・卒田字出口）

上藤已
い ち か

愛 　（良太・上菅沢）

田口翔
しょうご

梧　 （裕樹・上菅沢）

阿部燈
あ か り

理　 （凌一・上菅沢）

平澤伯
は く が

河　 （昇・水ノ目沢）

佐藤莉
り お

緒　 （和喜・上荒井字寺村）

門脇昇　　 （70 歳・桧木内字相内潟）

村上惠代　 （93 歳・桧木内字松葉）

小林シメ　 （89 歳・桧木内字松葉）

武藤眞喜子 （93 歳・桧木内字松葉）

井上貞子　 （87 歳・西明寺字堂村）

門脇御代子 （87 歳・門屋字大野関）

田口熊雄　 （78 歳・田沢字春山）

田上春子　 （73 歳・生保内字街道ノ上）

小松キヤ　 （79 歳・生保内字四十程）

伊藤智慧子 （84 歳・小松字本町）

佐藤トクヱ （88 歳・神代字三本塚）

彅德二　 （95 歳・神代字荒川尻関向）

大石清雄　 （89 歳・梅沢字東田）

大島トミ　 （84 歳・卒田字上信田）

佐々木キヱ （92 歳・卒田字白籏）

伊藤サヨ　 （97 歳・卒田字白籏）

佐藤昭三　 （88 歳・卒田字黒倉）

菅原正博　 （65 歳・上野）

草薙ハナ　 （95 歳・岩瀬下タ野）

野村滋男　 （88 歳・小館）

小松シン　 （95 歳・小館）

三浦イツ　 （94 歳・細越町）

佐藤翠　　 （80 歳・小人町）

黒沢鉄雄　 （59 歳・山谷川崎大黒沢）

髙橋章子　 （92 歳・川原下袋）

鈴木鈺子　 （94 歳・西長野古寺）

菅𠩤綾一　（44 歳・八割西ケ沢）

辻リヱ　　 （95 歳・八割下川原）

村田重次　 （86 歳・白岩前郷）

浅利源城　 （84 歳・桧木内字霞田）

おくやみもうしあげます　…氏名（年齢・住所）

花葉館

西宮家

東風の湯

角館町西長野古米沢30-19　☎ 55-5888　※不定休

22日㈪　メンテナンスのため、休館します。

　6日㈯　月例大会　    　 　   　　　　　 会員限定（500円）
　8日㈪　納涼大会　　　　　　　　 オープン参加（1,000円）
28日㈰　花葉館20周年記念大会　　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）

休館日のお知らせ

グラウンドゴルフ

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

16日㈫～ 23日㈫　米蔵2F　お気に入りの1着が見つかるかも!?

【日替わりランチ】4日㈭～7日㈰、11日㈭㈷～14日㈰の期間は
お休みします。
【13日㈯の閉館時間】15:00 閉館となります。

やさしい服展～ヴィジョン～

8月の営業時間・内容変更のお知らせ

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

ビールにピッタリ！美味しいスタミナ料理をご用意しています。
お得なかたくり飲み放題コースもご利用ください♪

・呑んべえコース（90 分飲み放題）おひとり様 1,500 円
・ほじなしコース（120 分飲み放題）おひとり様 2,000 円
レストランかたくりは 13 日㈯～ 17 日㈬まで 11:00 ～ 21:00
（20:30 ラストオーダー）のフルオープン営業します！

お盆は家族みんなでクリオンの美味しい料理を楽しみましょう♪
10,000 円（刺身有・無）ご予約承り中。

31日㈬　メンテナンスのため、休館日となります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

お盆のオードブル 承ります！

休館日のお知らせ

レストランかたくり 「スタミナフェア」

西木町門屋字屋敷田 83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00

市民入浴無料！仙北市民憩いの日  今月は8月26日㈮

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

8/ １ 月
● 没 後 80 年 草 彅 興 宗日本 画 展（角館町平福記念美術館 9:00 ～ 17:00）
9月22日まで  P14

●夏の交通安全運動 10日まで  P19

２ 火

●レッツ！チャレンジクッキング教室（神代就業改善センター 10:00 ～
13:30） 7/16･P12

●角館キッズ学びぃ教室（総合情報センター 9:00 ～ 11:00） 7/16･P15

●家庭的保育者基礎研修（西木総合開発センター） 6/16･P4

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

●角館キッズ学びぃ教室（総合情報センター 9:00 ～ 11:00） 7/16･P15

●若返り教室（角館交流センター 10:00 ～ 11:30） 7/1･P19

４ 木
●真夏の怪談（総合情報センター・学習資料館 18:00 ～ 19:00） P15

●角館キッズ学びぃ教室（総合情報センター 9:00 ～ 11:00） 7/16･P15

５ 金 ●鮎フェア（市役所角館庁舎前 9:00 ～ 14:00） P14

６ 土

●仙北市防災の集い（仙北市民会館前駐車場 10:00 ～ 15:00） P4

●仙北市公民大学陶芸学科第8回学生作品展（角館樺細工伝承館 9:30 ～ 16:00） P8

●鮎フェア（市役所角館庁舎前 9:00 ～ 14:00） P14

●かくのだて絵燈籠夏まつり（立町ポケットパーク 18:00 ～ 21:00） P14

●富木友治　橡ノ木の話展（新潮社記念文学館 9:00 ～ 17:00） 11月27日まで  P15

●おはなし会「うさぎのみみ」（総合情報センター・学習資料館 10:00 ～

11:00） P16

● 2016「夏祭り in 愛仙」（指定障がい福祉サービス事業所愛仙事業所前 18:00
～ 20:15） 7/16･P14

７ 日

●飾山囃子の実演（角館樺細工伝承館 ①10:00 ～、②11:00 ～） P3

●仙北市公民大学陶芸学科第8回学生作品展（角館樺細工伝承館 9:30 ～ 16:00） P8

●ドローン体験教室（田沢湖生保内四十程グラウンド 9:30 ～ 11:30） 7/16･P11

●カタクリの郷　川遊び体験（かたくり館前特設会場 10:00 ～ 12:00） 7/16･P14

８ 月 ●仙北市公民大学陶芸学科第8回学生作品展（角館樺細工伝承館 9:30 ～ 15:30） P8

９ 火
●献血（詳しい時間・場所は 11ページをご覧ください） P11

●家庭的保育者基礎研修（西木総合開発センター） 6/16･P4

●パッチワーク教室（桧木内地区公民館 10:00 ～ 15:00） 6/1･P10

１０ 水

●夏のそば打ち体験教室（神代就業改善センター 10:00 ～ 13:00） P8

●こころの相談（角館交流センター 14:00 ～ 15:00、15:30 ～ 16:30） P11

●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 8月の心配ごと相談日（市役所神代出張所 13:00 ～

16:00） P18

●仙北市戦没者追悼式（仙北市民会館 10:00 ～） 7/16･P6

●若返り教室（角館交流センター 10:00 ～ 11:30） 7/1･P19

１１ 木
●「山の日」制定記念 市民登山（中生保内登山口～男岳～八合目 7:30 集合、
17:00 帰着予定） 7/1･P26

１２ 金 ●えほん広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P13

１３ 土

１４ 日 ●飾山囃子の実演（角館樺細工伝承館 ①10:00 ～、②11:00 ～） P3

１５ 月

●角館のささら舞（昼の部：樺細工伝承館 14:00 ～、雲巌寺 14:30 頃～
夜の部：立町ポケットパーク 18:00 ～、角館駅前蔵 19:10 ～、渡部なると餅店

隣駐車場 19:30 ～） P14

●白岩大名行列（白岩前郷通り～雲巌寺 13:00 ～ 15:30） P15

●第2回田沢湖駅前広場夏まつり（JR 田沢湖駅前広場 13:00 ～（予定）） 7/16･P15

●仙北市成人式（仙北市民会館 14:00 ～） 7/1･P9
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旬な情報チャンネル

まちづくり日記／仙北市防災の
集い

市役所からのお知らせ

仙北市育英奨学資金新制度ス
タート！

学び・ふれあい・心豊かに 生涯学習

図書館情報局

保健・健康の掲示板

子育てインフォメーション

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　地元そして母校でもある角
館高校。2 年ぶりの甲子園まで
はあと 1 歩でした。球場に足を
運びましたが、やはり熱気がす
ごかったです。ただ今回は同じ
県南での対決。角館に負傷があっ
たときも大曲工応援席から「が
んばれ！」の声援。地元や出身
校を応援するけど、どちらもが
んばってほしいといった気持ち
があちらこちらに感じられまし
た。感動。

TK　梅雨明け間近とあってか
最近は気温がぐんぐん上昇。い
よいよ仙北市も夏本番。暑いこ
の時期はどうしても冷たいもの
に手が伸びがち。特に私は昔か
ら無類のアイス好きで、夜に涼
みながら食べるアイスが夏の至
福のひととき。ただ、ついつい
食べ過ぎてしまい、翌朝お腹の
調子が…なんてこともしばし
ば。皆さんも冷たいものの取り
すぎには十分ご注意を。

MT　角館高校の OB として一昨
年に続き甲子園を夢見ていまし
たが惜しい結果に…。私が高校
生の時も、決勝で敗れ甲子園出
場を逃したことを思い出しまし
た。今年の野球部は抜群の安定
感、強さがあり、とても頼もし
かったです。秋田県代表を勝ち
得ることはできませんでしたが、
感動をありがとう。選手の皆さ
ん、本当にお疲れ様でした。

第３セクター耳より情報
mimiyori-joho

田沢湖ハーブガーデン ハートハーブ

和洋中デザート満載♪ドリンクバー＆ハーブティーバー付き。
帰省中のご家族皆さまでぜひご利用ください。

【営業時間】11:00 ～ 15:00（受付終了 14:30）
大人 1,728円、小学生 864 円、幼児 540円

安らぐ香りと、心もからだもほぐれるマッサー
ジで癒しのひとときをお過ごしください♪
6日㈯、7日㈰、14日㈰、15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

11日㈭～ 15日㈪
お盆期間中、ランチバイキング毎日開催！

天然成分100％！アロマハンドトリートメント

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）
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