
  戸籍の
 窓口から
―7月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,744 人 （－ 26）
男 12,946 人 （－   13）
女 14,798 人 （－   13）

世帯数 　10,697 世帯 （－     7）

（平成 28 年 8 月 1 日現在）　　     前月比

出生
10 人 36 人 34 人 34 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）

畠山結
ゆ う

羽　 （忍・生保内字山居）

大類碧
り く と

人　 （正和・生保内字久保）

銀谷麗
れい

　　 （徹也・生保内字大谷地）

千葉由
ゆ う や

也　 （一也・田沢字日渡）

門脇瑠
る い と

偉斗（祐二・卒田字柴倉）

羽根川琉
れん

　 （裕・西勝楽町）

草薙元
もと

　　 （明・白岩前郷）

柏谷怜
れ お

音　 （皓太・上桧木内字浦子内）

浅利日
ひゅうが

向　 （和行・桧木内字山口）

小林惣一　 （83 歳・桧木内字小波内）

三浦キワ　 （100 歳・桧木内字山口）

糸井公一　（85 歳・西明寺字梨子木台）

澤山和夫　 （87 歳・西明寺字堂村）

伊藤ミツヱ （108 歳・上荒井字寺村）

江橋敏夫　 （87 歳・小渕野字袖野）

（6月届出分より）

西宮哲　　 （92 歳・田沢字春山）

前田かよ　 （103 歳・田沢字春山）

中津猛　　 （92 歳・生保内字下高野）

田口若子　 （84 歳・生保内字堂ノ前）

古村トイ　 （88 歳・生保内字武蔵野）

鶴田キヨ　 （79 歳・生保内字武蔵野）

難波惣治郎 （91 歳・生保内字浮世坂）

畠山正良　 （100 歳・生保内字田向）

伊藤嘉平　 （61歳・角館東前郷字下道）

佐々木友二 （86 歳・神代字堂ノ西）

戸澤タカ　 （89 歳・卒田字上真崎野）

羽場弘三　 （91 歳・卒田字中野）

藤木登　　 （78 歳・菅沢）

松橋テツ子 （77 歳・上菅沢）

髙橋啓一　 （80 歳・上野）

浅利健一　 （80 歳・岩瀬下タ野）

佐藤カネ子 （81 歳・小館）

太田善貫　 （88 歳・岩瀬町）

羽根川史郎 （90 歳・西勝楽町）

門脇愛子　 （87 歳・小勝田中川原）

赤川征一　 （76 歳・小勝田下川原）

鈴木淳子　 （62 歳・西長野熊堂）

鈴木一敏　 （73 歳・雲然山口）

石郷岡忠　 （84 歳・雲然碇）

辻正照　　 （77 歳・八割下川原）

鈴木喜代治 （83 歳・上桧木内字中泊）

阿部一男　 （85 歳・桧木内字中島）

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

10 月 7 日（予定）までの 1 日 7 組限定プラン。
お１人様 6,980 円（休前日：お 1 人様につき 1,000 円追加）
※ご予約は 1 室 3 名様より承ります。

29 日㈭ 18:30 ～ 20:30　大人 4,700 円（飲み放題付）

　1 日㈭　　月例大会　    　 　   　会員限定（500円）
11 日㈰　　花葉館杯・秋季　　オープン参加（1,000円）
22 日㈭㈷　花葉館翼会杯　　　オープン参加（1,000円）
25 日㈰　　ペアマッチ　　　　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）

秋のコスモス宿泊プラン

イカとさんま料理フェア

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）

22日㈭㈷　レストラン北蔵　11:00 ～ 14:00
お１人様 1,500円　※なくなり次第終了させていただきます。

8日㈭～ 9日㈮　レストラン北蔵・米蔵は22:00まで営業します！

秋分の日ランチ

角館のお祭り期間中 営業時間変更のお知らせ

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

10月 1日㈯ 18:30開演　大人 6,000円（料理・飲み物付）
豪快な本マグロ解体ショーに SPゲスト「三浦わたる」によるステー
ジショー！詳しくはクリオンまで。ご予約承り中。

10月23日までのご宿泊プラン。温泉に入ってゆっくりしませんか。
2泊3日（5食付）お１人様 10,800円（ご延泊1泊2食付5,000円追加。
1室1名でのご利用はご宿泊1回につき 1,080円追加）

のんびりごろごろ♪湯治プラン 

新鮮マグロに舌鼓「海鮮祭り」

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00
9 月の休館日：29日（木）

市民入浴無料！仙北市民憩いの日  今月は9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）　9月の定休日…14日㈬、28日㈬

※仙北市民と確認できるものを必ずお持ちください。

※表記の価格は全て税込価格です。

9/ １ 木
●献血（時間・場所など詳しくは 8 月16 日号 11ページをご覧ください） 8/16･P11

●みんなで支え合う まちづくりフォーラム（西木温泉ふれあいプラザクリオン

13:30 ～ 16:30） 8/16･P13

２ 金 ●ペン習字教室（田沢湖総合開発センター 10:00 ～ 12:00） 8/16･P10

３ 土
●古白岩焼と和兵衛窯展（角館樺細工伝承館 9:00 ～ 17:00）11月6日まで  P20

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

４ 日
●近未来技術体験プログラム（思い出の潟分校 9:00 ～ 15:00） P20

●サイバーセキュリティ広報啓発活動重点の日 P25

５ 月 ●中国語教室【日中コース】（田沢湖総合開発センター 13:30 ～ 15:00） 8/1･P8

６ 火 ●中国語教室【夜間コース】（田沢湖総合開発センター 18:30 ～ 20:00） 8/1･P8

７ 水
●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00） P17

●角館のお祭り

８ 木
●若返り教室（田沢湖健康増進センター 10:00 ～ 11:30） 8/1･P10

●角館のお祭り

９ 金
●救急の日  救命講習会（15:00 ～ 17:00 立町ポケットパーク） P24

●ペン習字教室（田沢湖総合開発センター 10:00 ～ 12:00） 8/16･P10

●角館のお祭り

１０ 土
●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10:00 ～） P15

●第 5回農村で楽しむ仙北は♥あーと展（詳細は 21 ページをご覧ください。） P21

１１ 日

●第 5回農村で楽しむ仙北は♥あーと展（詳細は 21 ページをご覧ください。） P21

●古民家再生ビッキ倶楽部第13回女性のための田沢湖初心者ツーリング（集合：

ホテル森の風田沢湖 10:30 ～ 16:00） P23

●仙北市ウォークラリー大会（角館高校定時制体育館（駒草キャンパス）・角館

町内特設コース　受付 8:30 ～） 8/16･P14

●秋田県レクリエーション大会 in 仙北市（角館高校定時制体育館（駒草キャン

パス）　受付 8:30 ～） 8/16･P14

●生保内地区長寿を祝う会（生保内市民体育館 11:00 ～ 14:00） 8/1･P16

１２ 月 ●中国語教室【日中コース】（田沢湖総合開発センター 13:30 ～ 15:00） 8/1･P8

１３ 火
●出張さくラッコ in 西木（西木保健センター 10:00 ～ 15:00） P19

●中国語教室【夜間コース】（田沢湖総合開発センター 18:30 ～ 20:00） 8/1･P8

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

１４ 水

●こころの相談（角館交流センター 13:30 ～ 14:30、15:00 ～ 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） P22

●行政相談所開設日（市役所神代出張所 13:00 ～ 16:00） P22

●古文書を読む会（田沢湖総合開発センター 13:30 ～ 15:30） 8/1･P16

１５ 木

●わくわく広場（さくラッコ 10:00 ～ 11:30） P19

●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） P22

●行政相談所開設日（角館交流センター 13:00 ～ 16:00） P22

●若返り教室（田沢湖健康増進センター 10:00 ～ 11:30） 8/1･P10

１６ 金

●笑いの会（健康管理センター 10:00 ～ 11:30 頃） P17

●えほん広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P19

●第11回仙北市社会福祉大会（角館交流センター 13:30 ～ 16:00） P22

●ペン習字教室（田沢湖総合開発センター 10:00 ～ 12:00） 8/16･P10

仙北市カレンダー ９/１木   ～１６金  
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広告

つ ぶ や き

広報担当者の

SR　18年ぶりの白岩大名行列。
雲巖寺まで練り歩き、境内で棒
術やささらを披露しました。白
岩地区出身の私。自分も参加し
たことがあったか記憶をたどっ
てみましたが、頭にあるのは
小学生時代の棒術の練習と学
習発表会での披露まで。行列
は全く思い出せません。記憶
の一部喪失に若干の恐怖を抱
きながら後輩に確認。どうや
ら毎年行われていたわけでは
なく、自分が地元にいない時
期に行ったようでした。納得。

TK　ブラジル・リオ五輪が閉幕。
日本は過去最多となる 41個の
メダル獲得と大活躍。私もテレ
ビで連日観戦し、夜中に大声を
出して家族に怒られたり、涙す
る選手を見てもらい泣きしてし
まったりと印象深い大会でし
た。4年後は自国開催。記憶に
も記録にも残る東京五輪になる
ことを今から期待しています。

MT　8月はお盆行事が真っ盛り
でした。各地ではさまざまな夏
祭りなどが行われました。戸沢
氏祭へ取材に出たものの、今年
も雨。なぜか雨のイメージが強
いこのお祭りですが、最後は花
火がきれいに打ち上がり観客を
魅了しました。角館のお祭りの
頃には、あの暑かった夏もどこ
へやら…という気温に変わるの
でしょうか。これからは過ごし
やすい季節。しばらくは秋の夜
長を楽しめそうです。

田沢湖ハーブガーデン ハートハーブ

3 種類の天然保湿成分を配合。ハーブがほのかに香ります。
【午前の部】10:00 ～ 11:30　【午前の部】13:00 ～ 15:30

料金: 864 円　場所: ショップ「フィールズ」

17日㈯、18日㈰、24 日㈯、25日㈰ 9:00 ～ 16:00
料金:10分コース 864円、15分コース 1,080円
講師: JAAアロマコーディネーター　トップインストラクター　
　　  髙山純子氏（草花木香）

３日㈯より開催！秋限定の体験教室

天然ハーブのリップクリーム作り

癒しの香りに包まれて…♪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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