
  戸籍の
 窓口から

―9月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,678 人 （－ 32）
男 12,914 人 （－   21）
女 14,764 人 （－   11）

世帯数 　10,691 世帯 （±     0）

（平成 28 年 10 月 1 日現在）　　     前月比

出生
9 人 38 人 38 人 41 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）

髙橋葉
は づ き

月　 （巌路・生保内字堂ノ前）

眞崎結
ゆ い と

登　 （治・卒田字上清水）

安藤凜
り あ

紅　 （竜一・上菅沢）

浅利怜
れ い な

奈　 （隼太・上菅沢）

花脇銀
ぎ ん じ

士　 （仁志・薗田別当村）

淺石奏
か な た

陽　 （岳志・桧木内字松葉）

梁田にこ　 （豪・西明寺字宮田）

村上キヨヱ （92 歳・桧木内字吉田）

浅利吉博　 （67 歳・桧木内字長戸呂）

鈴木ムラヱ （102 歳・桧木内字松葉）

梁田良市　 （69 歳・西明寺字堂村）

加藤静雄　 （91 歳・上荒井字中屋敷）

煙山秀野　 （90 歳・西荒井字塚野腰）

（8 月届出分）

鈴木幸一　 （80 歳・下延大瀬蔵野）

千葉徹　　 （59 歳・生保内字大川端）

鈴木キノ子 （89 歳・生保内字下高野）

伊藤潔　　 （93 歳・生保内字牛沢）

田口幸雄　 （79 歳・生保内字十里木）

三浦フユ　 （94 歳・生保内字男坂）

成田耕造　 （94 歳・生保内字浮世坂）

佐藤宏紀　 （78 歳・小松字寄合）

佐藤アイ子 （86 歳・角館東前郷字前野）

三嶋新六　 （87 歳・岡崎字新屋敷）

浅利正孝　 （87 歳・神代字竹原）

佐藤友子　 （59 歳・神代字竹原）

佐藤ナツ　 （86 歳・神代字竹原）

眞崎耿三　 （89 歳・卒田字出口）

大石ハル　 （90 歳・卒田字上信田）

千葉ヒサ　 （90 歳・金山下）

小松田修三 （79 歳・上菅沢）

高橋澄子　 （89 歳・上菅沢）

藤木四一　 （82 歳・西菅沢）

山本昭信　 （79 歳・上野）

村上久　　 （53 歳・岩瀬下タ野）

敦賀谷イク （90 歳・七日町）

鈴木信夫　 （92 歳・田町上丁）

後藤順一　 （85 歳・山谷川崎水平）

田口ヨウ子 （77 歳・川原若神子）

亀谷キヨエ （96 歳・小勝田中川原）

林崎 雄　 （90 歳・雲然荒屋敷）

近江フサコ （95 歳・白岩前郷）

鈴木宇太郎 （93 歳・白岩町東）

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

【冬のあったかご宴会プラン】（2月末まで）
日帰りコース　4,980円～　ご宿泊コース　9,000円～
【感謝宿泊御利用券】（7日～ 4月14日まで）
1泊2食（3名様～）6,980円　1泊2食（2名様）7,980円
1泊3食はチェックアウト13:00　3名様 7,980円（昼食麺類付）

    3日㈭㈷　第8回桜の記念植樹（10:00　旧角館スキー場跡地）
17日㈭　　ボジョレー・ヌーボー祭り
　　　　  　18:30 ～ 20:30　男性 6,200円　女性 5,200円
23日㈬㈷　花葉館感謝祭・全国縄綯大会

　1 日㈫　グラ・チャン大会　 参加権利獲得者限定（500円）
　6 日㈰　2016ファイナル   　 オープン参加（1,000円）
13 日㈰　玉納め大会　　　　 オープン参加（3,500円）
　　　　 大会後、慰労懇親会を開催。送迎バス運行します。

ご宴会・宿泊プランご予約受付中

11月のイベント情報

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）

23日㈬㈷　レストラン北蔵　11:00 ～ 14:00　お１人様 1,500円

第2・4日曜の夜は西宮家のおでんであったまろう♪
ご予約：該当週の金曜正午まで　お受取：日曜16時まで（北蔵）

絣展：（開催中）～ 7 日㈪まで　米蔵1F
やさしい服と靴展（ヴィジョン）：15日㈫ ～22日㈫　米蔵 2F

11月の企画展

勤労感謝の日ランチ

特製おでんテイクアウト始めます！（2月末まで）

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

卓盛コース：お１人様 3,500円（8名様～）
お膳コース：お１人様 5,000円（2名様～）
飲み放題（2時間）：お１人様 1,500円（延長30分ごと500円）

12月2日（金）開宴 18:30 ～　お１人様 6,000円
七色の声を操るものまね界の女王がやってくる！ご予約承り中。

※施設改修工事に伴い、1日㈫～ 21日㈪まで日帰り温泉入浴とレス
トラン「かたくり」は休業します。詳細は17ページをご覧ください。

クリスマス特別企画 斉藤京子ものまねショー

忘・新年会はクリオンにお任せあれ！（1月31日まで）

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00
一部休業…1日㈫～ 21日㈪　※22日㈫より通常営業

市民入浴無料！仙北市民憩いの日  今月は11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）　11月の定休日…9日㈬、24日㈭

仙北市民入浴無料！　※仙北市民と確認できるものを持参ください。

11/１ 火
●秋の角館おもてなし隊（角館樺細工伝承館前多目的広場 10:00 ～ 11:30） P15

●韓国語教室（田沢湖総合開発センター 18:30 ～ 20:00） 9/16･P12

２ 水

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

●秋の角館おもてなし隊（角館樺細工伝承館前多目的広場 10:00 ～ 11:30） P15

●医師講話会（西木保健センター 13:30 ～ 15:00） 10/16･P10

●第2回パソコン講座（総合情報センター 9:00 ～ 12:00） 10/16･P14

３ 木

●仙北市文化祭【西木地区】（西木温泉クリオン・隣接の体育館 9:00 ～ 15:00） P8

●仙北市老連芸能発表会（角館交流センター 9:30 ～ 16:00） 10/16･P13

●ハロウィン仮装パレード（集合：外町交流広場 10:00 受付） 10/16･P14

４ 金
●秋の角館おもてなし隊（角館樺細工伝承館前多目的広場 10:00 ～ 11:30） P15

●第2回パソコン講座（総合情報センター 9:00 ～ 12:00） 10/16･P14

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

５ 土

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

●仙北市障がい者ふれあい芸能文化発表会（角館交流センター 10:00 ～

13:00） 10/16･P13

●仙北市ふるさと検定（総合情報センター 10:00 ～ 14:30） 10/16･P15 

６ 日

７ 月
●仙北市女性の活躍推進交流会（あきた芸術村 13:15 ～） 10/16･P12

●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） 10/1･P14

８ 火
●出張さくラッコ in 西木（西木保健センター 10:00 ～ 15:00） P13

●韓国語教室（田沢湖総合開発センター 18:30 ～ 20:00） 9/16･P12

９ 水

●こころの相談（角館交流センター 13:30 ～ 14:30、15:00 ～ 16:00） P11

●行政相談所開設日（市役所神代出張所 13:00 ～ 16:00） P15

●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） P16

●中学生防火防災弁論大会（西木温泉クリオン 14:00 ～） 10/16･P6

●医師講話会（健康管理センター 13:30 ～ 15:00） 10/16･P10

●カラダの仕組みを学ぶ「健康講座」（角館公民館 15:00 ～ 16:00） 10/16･P11

●第2回パソコン講座（総合情報センター 9:00 ～ 12:00） 10/16･P14

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

１０ 木

●ソープカービング講座【初心者向け】（西木公民館 10:00 ～ 12:00） P14

●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） P16

●秋田内陸線ウォーク2016（受付：西明寺駅 9:30 ～ 12:00） P16

●朗読会　富木友治～橡ノ木の話展にて～（新潮社記念文学館（総合情報セン

ター内）13:30 開演） 10/16･P13

●第2回パソコン講座（総合情報センター 9:00 ～ 12:00） 10/16･P14

１１ 金
●田沢湖図書館朗読コンサート「朱音の色」（田沢湖図書館 18:00 開演） P9

●えほん広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P13

１２ 土
●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10:00 ～） P9

● EOS  Live・in・Senboku（仙北市民会館 19:00 開演） P14

●第56回文化講演会（角館樺細工伝承館 18:00 開演） 10/16･P12

１３ 日

１４ 月

１５ 火

●仙北市史跡めぐり（集合：角館公民館 13:00 ～ 16:00） P4

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 10:00 ～ 15:00） P11

●あきたスマートカレッジ中国語講座（角館高校駒草キャンパス 19:00 ～ 20:30） P15

●英会話教室（田沢湖総合開発センター 18:00 ～ 19:00） 10/16･P11

仙北市カレンダー １１/１火   ～１５火  
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旬な情報チャンネル

市役所からのお知らせ／まちづ
くり日記

『田沢湖クニマス未来館（仮称）
新築工事』が始まります

健口のススメ

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　先日、角館駅前をなにげ
なく車で通りましたが、何か
がいつもと違う感じを受けま
した。後日、角館町観光協会
さ ん の facebook を 見 て 判 明。
角館駅前蔵の横に大きな車輪
が飾られていますが、この度、
綺麗に塗り替えられたとのこ
と。以前、赤系の色だった車
輪部分が金色に変わっていま
した。和風な雰囲気によく合
います。ほぼ理解されません
が、金属好きの私。今度は間
近で見てみます。

TK　 田 沢 湖 白 浜 の ク リ ー ン
アップに取材を兼ねて参加。関
係者の方のお話では人工のゴミ
が少なく比較的きれいな状態が
保たれているとのこと。とはい
え、活動後には袋いっぱいにゴ
ミが集まりました。活動を通じ
てたくさんの方にきれいな白
浜を守ろうという意識が少しで
も広まるといいなと思います。

MT　白岩地区で栽培されてい
る原木舞茸。まとまった収量が
確保できたことで学校給食へ
提供されました。栽培は難し
いようですが、手塩にかけて
育てた舞茸は肉厚でとっても
美味とか。昨年取材した中川地
区のドジョウも地域ブランド
になりつつあります。品質は
もちろんですが、食材にストー
リー性を持たせ、見せ方や売り
方を工夫することで、一層需
要が高まることに期待します。

田沢湖ハーブガーデン ハートハーブ

ハーブ苗、球根、アロマ商品、ジャムなど一部商品最大50％OFF!

5日㈯、6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）

クリアランスセール開催！（1日㈫～13日㈰）

癒しのひとときを…♪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）
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