
 1/ １ 日 ●元旦歓迎イベント（JR角館駅 9:30 ～ 14:30）

２ 月

３ 火

４ 水

５ 木

６ 金

●軽油引取税免税証（農業用）交付申請受付（西木総合開発センター 10:00 ～

11:30、13:00 ～ 15:30） P20

●仙北市消防出初式（【分列行進】武家屋敷通り～健康管理センター 11:50 ～

【式典】仙北市民会館 14:00 ～） 12/16･P14

●新春書き初め大会（角館交流センター 9:00 ～） 12/1･P14

７ 土

８ 日

●神代地区新春懇談会（あきた芸術村 温泉ゆぽぽ 10 :00 ～） P19

●SEMBOKUドローンスクール【中級講座】（神代就業改善センター 10:00 ～

18:00） 12/1･P9

９ 月 ●新舞踊教室（西木公民館 13:30 ～ 15:30） 11/16･P14

１０ 火
●秋田県・仙北市観光セミナー（あきた芸術村 温泉ゆぽぽ【第 1部】10:00

～ 12:00　【第 2 部】13:00 ～ 15:00） P21

１１ 水

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

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

●家族介護者交流会（西木温泉ふれあいプラザクリオン 10:00 ～ 14:00） P19

●行政相談所開設日（市役所神代出張所 13:00 ～ 16:00） P19

●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

●第4回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 12/16･P25

●エコクラフトのかご作り教室（西木公民館 13:30 ～ 15:30） 12/1･P14

１２ 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） P20

●第4回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 12/16･P25

●ソープカービング講座【お楽しみ春待ち講座】（西木公民館 10:00 ～

12:00） 11/1･P14

１３ 金 ●えほん広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P17

１４ 土

●おはなし会『うさぎのみみ』（総合情報センター 10:00 ～ 11:00） 12/16･P25

●SEMBOKUドローンスクール【計測業務活用講座】（神代就業改善センター

13:00 ～ 16:00） 12/1･P9

●衣類のリメイク講座（西木公民館 13:30 ～ 16:00） 12/1･P14

１５ 日
●SEMBOKUドローンスクール【映像講座】（神代就業改善センター 10:00 ～

18:00） 12/1･P9

仙北市カレンダー １/１日   ～１５日  

●発行・編集　仙北市役所総務課文書広報係　●製作協力　広報編集委員会　●発行日　1 日・16 日

●〒 014-1298　秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後 30 番地● TEL 0187-43-1111　● FAX 0187-43-1300

● E-mail　semboku@city.semboku.akita.jp　● URL　http://www.city.semboku.akita.jp/　● facebook　https://www.facebook.com/sembokucity　

●印刷　㈱仙北印刷所

No.217

ＩＮＤＥＸ
2-3

4-5

6-9

10-11

12

13

14

15

16-17

18

19-21

22-23

24

新年のごあいさつ

旬な情報チャンネル

市役所からのお知らせ

平成27年度決算状況の公表

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

大曲年金事務所からのお知らせ

子育てインフォメーション

2017 FIS フリースタイルスキー
ワールドカップ秋田たざわ湖大会

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　最近自分の周りで話題に
なった「柿漬け」。柿のエキス
で大根を漬けたものですが、
どうやら柿自体を味噌漬けに
する「柿の漬物」も存在する
との情報。「柿漬け」は食べた
ことがありましたが、果物の
漬物は初耳です。その数日後、
偶然にも写真を目にしました。
びっくり、そして、食べたい！
あれやこれ、もう何でも漬け
物にしてみたくなります。

TK　2 ～ 3 ペ ー ジ の 背 景 撮 影
のため仙岩峠へ。構想を練る
ものの、なかなか天気が良く
ならず。諦めかけていた入稿
3 日前、待ち焦がれていた晴天
が広がり、急ぎ撮影へ。峠の
寒さと格闘しながら小 1 時間。
朝もやも程よくかかり、狙い
通りの 1 枚に。ずっと待ち続
けていただけに喜びもひとし
お。ホッとした瞬間でした。

MT　お正月といえばおせち料
理。一般的には新年を迎えて
から食べるようですが、この
地域は大晦日にご馳走を食べ
るという風習があります。お
せちを作るとなると、手間暇
がかかるため、最近は宅配な
どのお取り寄せも人気だとか。
パンフレットを見てみると、
和洋中と種類も豊富。でも、
黒豆や酢の物など純和風のお
せちが一番かなと思いました。
皆さんもよいお正月をお過ご
しください。

1-1   戸籍の
 窓口から

―11月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,576 人 （－   44）
男 12,865 人 （－   24）
女 14,711 人 （－   20）

世帯数 　10,668 世帯 （－   11）

（平成 28 年 12 月 1 日現在）　　  前月比

出生
11 人 40 人 25 人 40 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）

松田柊
しゅうか

花　 （龍人・角館東前郷字前野）

松田柊
しゅうと

人　 （龍人・角館東前郷字前野）

藤村咲
さ き と

杜　 （紀章・岡崎字院内）

安藤藍
あい

　　 （淳・神代字柏林）

藤本廉
れん

　　 （昇平・下中町）

門脇多
た ゆ な

柚奈 （健・山谷川崎黒沢）

門脇慶
けい

　　 （豊・桧木内字相内）

門脇好
こうせい

誠　 （慧治・門屋字六本杉）

佐藤愛
あ い か

花　 （明広・小渕野字前田野）

木元武
た け る

流　 （和光・西荒井字熊野田）

鈴木マサ子 （80 歳・上桧木内字西下戸沢）

鈴木 次郎 （86 歳・上桧木内字浦子内）

竹下イワ　 （88 歳・桧木内字山口）

江橋時子　 （90 歳・西明寺字荒町東）

江橋チヨ　 （95 歳・西明寺字荒町東）

鈴木愿一　 （84 歳・門屋字上門屋）

佐藤昌太郎 （90 歳・門屋字道目木）

鈴木義彰　 （77 歳・小渕野字小白川）

田口孝　　 （86 歳・生保内字石神）

田村貞良　 （87 歳・田沢字春山）

奥山久八　 （79 歳・生保内字武蔵野）

加藤カヨ　 （92 歳・生保内字街道ノ上）

児玉 子　 （85 歳・生保内字野中）

坂本俊信　 （83 歳・生保内字大谷地）

進藤クニ子 （79 歳・生保内字田向）

伊藤里治　 （92 歳・小松字本町）

伊藤雄太郎 （64 歳・小松字本町）

伊藤義美　 （80 歳・小松字野中）

藤川洋助　 （83 歳・角館東前郷字中関）

伊藤ミドリ （86 歳・岡崎字三嶋）

森元アヤ　 （87 歳・神代字荒川尻関向）

畠山ヨシ　 （95 歳・梅沢字新田）

古郡 子　 （95 歳・卒田字白籏）

草薙朝生　 （94 歳・卒田字早稲田）

津嶋英正　 （75 歳・菅沢）

山本久美子 （84 歳・上野）

三浦榮子　 （90 歳・岩瀬下タ野）

伊澤八重子 （79 歳・西野川原）

山下仁　　 （53 歳・小人町）

髙橋義雄　 （87 歳・川原字川原）

永山利彦　 （82 歳・西長野高森）

鈴木虎夫　 （83 歳・雲然中嶋下川原）

藤原ハチヱ （92 歳・八割大沢）

米澤文雄　 （69 歳・広久内舟場）

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

19日㈭ 18:30 ～ 20:30
4,700 円（飲み放題付）草食系男子の参加も歓迎！

29日㈰　受付開始 9:30　終了 17:30
お 1 人様 5,000円（懇親会・商品代含む）
申込締切：20日㈮　※1団体4名様よりお申込みいただけます。

12日㈭　館内メンテナンスのため休館します。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

年始も休まず営業！本年も花葉館をよろしくお願いします。
1日㈰㈷～ 3日㈫　宿泊ロビーにて振舞酒のサービスを行います。

女子会フェア

2017年酉年 第20回花葉館新春麻雀大会

休館日のお知らせ

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

1日㈰㈷～ 3日㈫　レストラン北蔵では振舞酒をご用意していま
す。ぜひお越しください。

1日㈰㈷　16:00で閉店とさせていただきます。
翌2日㈪からは通常通りの営業とさせていただきます。
今年もよろしくお願いします。

元日の営業時間のお知らせ

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

1日㈰㈷ ～ 3日㈫ 9:00 ～
◆その1　入湯回数券販売　12枚綴り 4,000円を3,000円で販売
◆その2　お楽しみ抽選会　ご利用 1,000円につき1回抽選！
◆その3　お買い得！特典付福袋販売（売店にて）

1日㈰㈷ ～ 3日㈫　お正月 3 日間だけの限定メニューが勢揃い！

1日㈰㈷ ～ 3日㈫の営業時間は以下のとおりとなります。
【日帰り入浴】9:00 ～ 21:00（20:00 受付終了）
【レストラン「かたくり」】11:00 ～ 21:00（20:30 ラストオーダー）

レストラン「かたくり」新春特別メニュー♪

年始の営業時間のお知らせ

クリオンからのお年玉！ 2017年新春特別企画

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00
1月の休館日…26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1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）　1月の定休日…11日㈬、25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。

田沢湖ハーブガーデン ハートハーブ

田沢湖を眺めながら、ハーブティーやオリジナルスイーツなどハー
ブを使った手作り体験教室がお楽しみいただけます。

冬期間は土・日・祝日のみ営業します（3月下旬まで予定）

田沢湖田沢字潟前 78　☎ 43-2424
【冬期間（～ 3月下旬）】土日祝 10:00 ～ 16:00　（※平日は休業）

第３セクター耳より情報
mimiyori-joho

※表記の価格は全て税込価格です。

2016年も皆さまのご愛顧、誠にありがとうございました。
本年もよろしくお願いします。
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