
  戸籍の
 窓口から
―8月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,710 人 （－ 34）
男 12,935 人 （－   11）
女 14,775 人 （－   23）

世帯数 　10,691 世帯 （－     6）

（平成 28 年 9 月 1 日現在）　　     前月比

出生
5 人 40 人 33 人 32 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）

中島颯
そうすけ

亮　 （亮太・田沢字供養佛）

鈴木虹
な る み

海　 （裕幸・西長野熊堂）

藤元莉
り ん

鈴　 （怜・広久内上中川原）

高橋唯
ゆ い と

斗　 （隼人・門屋字六本杉）

菅原静子　 （60 歳・薗田銭神）

草彅藤作　 （86 歳・薗田中村）

草彅輝雄　 （83 歳・薗田別当村）

浅利フミ　 （98 歳・桧木内字畑中）

浅利テル　 （90 歳・桧木内字長戸呂）

齋藤キクヨ （93歳・西明寺字梨子木台）

斯波伸正　 （59 歳・西明寺字桜田）

伊藤金一　 （88 歳・上荒井字古堀田）

𠮷成勝　　（87 歳・田沢字春山）

佐々木盛　 （81 歳・生保内字造道）

佐々木和子 （75 歳・生保内字牛沢）

渡邊健　　 （64 歳・生保内字山居）

羽根川米子 （91 歳・生保内字武蔵野）

髙橋繁雄　 （90 歳・生保内字武蔵野）

新田トシ　 （85 歳・生保内字近藤沢）

吉村ヤエ子 （82 歳・岡崎字岡本）

吉村虎雄　 （86 歳・岡崎字岡本）

鎌川ミチ子 （95 歳・上菅沢）

福山幸子　 （84 歳・上野）

藤原悟　　 （63 歳・岩瀬）

田村キチ　 （88 歳・岩瀬）

村岡哲夫　 （80 歳・川原町後）

千葉正博　 （68 歳・細越町）

菅原光弘　 （70 歳・川原町）

三杉キン　 （93 歳・下新町）

平元孝子　 （104 歳・西勝楽町）

鈴木タツヱ （87 歳・西勝楽町）

羽根川茂子 （87 歳・西勝楽町）

鈴木俊篤　 （78 歳・山谷川崎大場）

藤本キヨ　 （92 歳・川原向田）

青山京子　 （87 歳・川原字川原）

千葉ヤヱ子 （81 歳・小勝田滝ノ沢）

門脇忠　　 （85 歳・小勝田中川原）

田村昌之　 （51 歳・小勝田下川原）

菅原ミヤ子 （83 歳・西長野中泊）

後藤明　　 （86 歳・雲然荒屋敷）

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

20 日㈭ 18:30 ～ 20:30　4,700円（飲み放題付）
カラッと揚がった串あげをぜひお楽しみください♪

　1 日㈯　　月例大会　    　 　   　会員限定（500円）
　5 日㈬　　コスモス杯　　　　オープン参加（1,000円）
16 日㈰　　紅葉なべっこ大会　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）

串あげバイキング

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）

9 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。

7 日㈮～ 9 日㈰　前蔵1F　10:00 ～ 16:30

25日㈫～ 11月7日㈪　米蔵1F　10:00 ～ 17:00

刺子と人形展（佐々木幸子）

一日早い体育の日ランチ

西宮家絣展

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

お料理 3,000円より承ります！お得なご利用特典も充実。
①入湯料サービス　②ご宴会時のカラオケ歌い放題　③送迎バス
の手配　④お料理4,000円以上ご利用の場合、お1人様につきお銚
子1本サービス。その他、ご法要膳、忘年会等も承っています。

大好評！ 23日までのご宿泊プランです。ぜひご利用ください。
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 

各種会合などにおすすめ！日帰りプラン

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00
10月の休館日：31日㈪（館内メンテナンスのため）

市民入浴無料！仙北市民憩いの日  今月は10月27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）　10月の定休日…12日㈬、26日㈬

仙北市民入浴無料！ご家族皆さま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。

※写真はイメージです。実物とは異なります。表記の価格は全て税込価格です。
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●佐藤待子作品展（平福記念美術館 9:00 ～ 17:00）11月20日まで  P19

●新そばフェスタ2016（角館交流センター 11:00 ～ 15:00） 9/16･P13

●おはなし会「うさぎのみみ」（総合情報センター 10:00 ～ 11:00） 9/16･P13

●第18回田沢湖ツーデーマーチ 8/1･P17

２ 日

●そばの郷仙北市『第7回新そば祭り』食べ歩きスタンプラリー（実施店舗等詳しく

は18ページをご覧ください。） P18 12月30日まで  

●白浜クリーンアップ大作戦（集合：春山イベント広場 9:30 ～ 12:00） 9/16･P13

●飾山囃子の実演（角館樺細工伝承館 ①10:00 ～、②11:00 ～） 8/1･P3

●第18回田沢湖ツーデーマーチ 8/1･P17

３ 月 ●韓国語教室【日中コース】（田沢湖総合開発センター 13:30 ～ 15:00） 9/16･P12

４ 火 ●韓国語教室【夜間コース】（田沢湖総合開発センター 18:30 ～ 20:00） 9/16･P12

５ 水
●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00） P14

●第1 回パソコン講座（総合情報センター 9:00 ～ 12:00） P19

●神代地区長寿を祝う会（ゆぽぽ本館「紫苑」11:00 ～ 14:30） 9/16･P13

６ 木
●第1 回パソコン講座（総合情報センター 9:00 ～ 12:00） P19

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

７ 金

●第34回画人展（田沢湖総合開発センター 9:00 ～ 16:00） P18

●第35回角館盆栽展（角館交流センター 9:00 ～ 17:00） P18

●就学や教育に関する相談会（角館交流センター 10:00 ～ 15:00） 9/16･P10

●似顔絵教室（西木公民館 13:30 ～ 15:30） 9/16･P12

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

８ 土
●第34回画人展（田沢湖総合開発センター 9:00 ～ 16:00） P18

●第35回角館盆栽展（角館交流センター 9:00 ～ 17:00） P18

９ 日
●第35回角館盆栽展（角館交流センター 9:00 ～ 14:00） P18

●飾山囃子の実演（角館樺細工伝承館 ①10:00 ～、②11:00 ～） 8/1･P3

１０ 月
●奇跡のピアノコンサート in 角館（角館中学校 13:30 ～ 14:30予定） 9/16･P13

●第11回仙北市スポーツ少年団陸上競技大会（生保内中学校陸上競技場 8:30

～ 12:30） 9/1･P24

１１ 火
●都市計画道路見直しの説明会【田沢湖地区】（田沢湖総合開発センター
18:30 ～） P9

１２ 水

●都市計画道路見直しの説明会【角館地区】（市役所角館庁舎西側 18:30 ～） P9

●ふれあいサポーター養成講座（健康管理センター 13:30 ～ 15:00 頃） P14

●こころの相談（角館交流センター 13:30 ～ 14:30、15:00 ～ 16:00） P14

●第1回パソコン講座（総合情報センター 9:00 ～ 12:00） P19

●行政相談所開設日（市役所神代出張所 13:00 ～ 16:00） P20

●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） P20

●茶房さくらや～おもてなし（外町交流広場 10:00 ～ 11:00） 9/16･P13

●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

１３ 木

●第1回パソコン講座（総合情報センター 9:00 ～ 12:00） 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） P20

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

１４ 金
●えほん広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P17

●似顔絵教室（西木公民館 13:30 ～ 15:30） 9/16･P12

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

１５ 土

●仙北市文化祭【角館地区】（角館交流センター 10:00 ～ 16:00） P10

●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10:00 ～） P11

●たざわ湖スキー場リフトシーズン券販売会（田沢湖総合開発センター
10:30 ～ 15:00） P21
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第31回田沢湖マラソン

旬な情報チャンネル

第12回仙北市産業祭／第44回角
館町樺細工伝統工芸展

市役所からのお知らせ

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

秋の狂犬病予防集合注射

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　有志による、とある動画
制作にカメラマンとして参加し
ました。動画に関して特に知識
も経験も機材もない状態。とり
あえず携帯電話を使っての動画
撮影です。様々なシーンを撮っ
たつもりではありますが、今
はあれやこれも撮っておけばよ
かった…との思いがこみ上げ中
です。これからうまいこと編集
すれば大丈夫なはず！ほとんど
やったことないですが…。い
い経験させてもらっています。

TK　収穫の秋ということで市
内の栗園を取材させていただき
ました。夢中で栗を拾う皆さん
に申し訳ない気持ちで声をかけ
たところ、快く取材に応じてく
ださいました。取材の模様は市
フェイスブックに掲載していま
すのでぜひご覧ください。当日
ご協力くださった皆さん、本当
にありがとうございました。

MT　田沢湖マラソンは毎年多
くのランナーが参加し、周辺は
賑やかな雰囲気に包まれます。
今年のフルマラソンには同い年
の友人も出場。走り込みをして
いるとは聞いていましたが、な
かなかのハイペースで湖畔を駆
け抜ける勇姿に、思わず「すご
いなぁ」と感心。やはり、日々
鍛えている人を見ると、その日
だけは自分も走ろうかなぁと触
発されるのでした。まずは散歩
から始めますかな。

田沢湖ハーブガーデン ハートハーブ

29日㈯ 18:00開催　2時間飲み放題！一夜限りのメニューが満載♪
大人 5,000 円、中高生 2,500 円　小学生 1,500 円　幼児（3~5 歳）
500円　仙北市内送迎のご予約承ります。

9日㈰、10日㈪㈷、29日㈯、30日㈰ 9:00 ～ 16:00
料金:10分コース 864円、15分コース 1,080円
講師: 髙山純子先生（草花木香）

ディナーバイキングご予約受付中！

心やすらぐひとときを…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）

第３セクター耳より情報
mimiyori-joho
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