
 2/ １ 水

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00） P18

●いきいき・スマート講座（神代就業改善センター 18:00 ～ 19:30） 1/16･P10

●第 5回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 1/16･P12

●33歳厄祓い・懇親会（角館總鎭守神明社・グランデールガーデン） 12/1･P22

●42歳厄祓い・懇親会（角館總鎭守神明社・花葉館） 12/1･P22

２ 木

●第 5回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 1/16･P12

●角館押絵制作勉強会（仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」13:00 ～ 16:00） 1/16･P12

●クレジットカード加盟・導入説明会【角館会場】（角館交流センター 13:30 ～

15:00） 1/16･P12

●初歩から始めるおもてなし英会話講座Ⅱ（角館公民館 15:15 ～ 16:15） 12/16･P22

３ 金
●クレジットカード加盟・導入説明会【田沢湖会場】（田沢湖総合開発センター

13:30 ～ 15:00） 1/16･P12

４ 土
●白岩城址燈火祭（白岩平城、白岩城址表参道、白岩前郷通りほか 17:00 ～ 20:00） P6

●2017 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会（たざわ湖スキー場） P8

●おはなし会「うさぎのみみ」（総合情報センター 10:00 ～ 11:00） P19

５ 日 ●2017 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会（たざわ湖スキー場） P8

６ 月

７ 火

●水墨画教室（神代就業改善センター 13:30 ～ 16:00） 1/16･P10

●第 6 回仙北市総合美術展（角館町平福記念美術館 9:00 ～ 16:30　初日は 9:00

からオープニングセレモニーを行います。） 19日まで  1/16･P12

●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）11/1･P15

８ 水

●こころの相談（角館交流センター 13:30 ～ 14:30、15:00 ～ 16:00） P18

●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

●いきいき・スマート講座（神代就業改善センター 18:00 ～ 19:30） 1/16･P10

●第 5回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 1/16･P12

●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

９ 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 5回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 1/16･P12

●角館押絵制作勉強会（仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」13:00 ～ 16:00） 1/16･P12

●初歩から始めるおもてなし英会話講座Ⅱ（角館公民館 15:15 ～ 16:15） 12/16･P22

１０ 金
●上桧木内の紙風船上げ（西木町紙風船広場【打ち上げ】18:00 ～ 20:30） P6

●えほん広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P17

●SEMBOKUドローンスクール【市民へのお披露目会】（西木町紙風船広場） 12/1･P9

１１ 土

●中里のカンデッコあげ（西木町桧木内中里地区 18:30 ～） P7

●なろか（市役所田沢湖庁舎駐車場 18:30 ～） P7

●おやま囃子芸能発表会（角館交流センター 9:20 開会） P19

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

１２ 日
●松葉・相内の裸参り（西木町桧木内松葉地区 11:00 ～） P7

●八鎌カタンコの会どんど焼き（かたくり館前特設広場 15:00 ～） P19

●乳頭スノーシューハイキング（集合：休暇村乳頭温泉郷玄関前 10:00 ～ 12:30） P20

１３ 月
●角館火振りかまくら（桜並木駐車場 17:00 ～） P6

●新舞踊教室（西木公民館 13:30 ～ 15:30） 11/16･P14

１４ 火

●角館火振りかまくら（角館町内各所） P6

●編み物教室（山鳩館 9:00 ～ 16:00） 3 月 1 日まで  P14

●わくわく広場（健康管理センター 10:00 ～ 13:30） P17

●こころの相談（角館交流センター 13:30 ～ 14:30、15:00 ～ 16:00） P18

●水墨画教室（神代就業改善センター 13:30 ～ 16:00） 1/16･P10

１５ 水

●生保内財産区管理会委員立候補者説明会（市役所田沢湖庁舎 10:00 ～） P13

●たいそう広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P17

●えくぼの会（角館交流センター 10:00 ～ 14:00） P18

●行政相談所開設日（田沢湖総合開発センター 13:00 ～ 16:00） P20

●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（田沢湖総合開発センター13:00 ～ 16:00） P20

●いきいき・スマート講座（神代就業改善センター 18:00 ～ 19:30） 1/16･P10

●第 5回パソコン講座（総合情報センター 13:00 ～ 16:00） 1/16･P12
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仙北市消防出初式

旬な情報チャンネル

仙北市の冬まつり

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
／まちづくり日記

市役所からのお知らせ

生保内財産区管理会委員一般選
挙のお知らせ

学び・ふれあい・心豊かに 生涯学習

図書館情報局

子育てインフォメーション

保健・健康の掲示板

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、 寝 て い た と こ ろ、
目が覚めるほどの猛烈な頭痛
に襲われました。薬を飲んで
なんとか治まりましたが、思
い直してみてもいつもと違う
ところはイヤホンで曲を聴き
ながら寝たことくらい。まさ
かと思い調べてみると、イヤ
ホン頭痛なるものがネット上
で報告されています。寝耳に
水！長時間の利用が原因とあ
ります。これから続けようと
思った寝ながらイヤホン、開
始 2 時間で断念です。

TK　冬まつりに携わる方々か
らお話を伺いました。様々な苦
労がありながらも地域の中で協
力し合い、継承していこうとい
う決意をインタビューの中で感
じました。突然のお願いにも関
わらず、ご協力いただき本当に
ありがとうございました。

MT　前号で今年の正月は雪が
少なく得した気分と書いたと
ころ、中旬にはしっかり大寒
波が訪れ、実家の水道も凍る
事態に。やはり油断できませ
んね。2 月は各地域で小正月行
事やスキーのワールドカップ
など寒さを吹き飛ばす熱いイ
ベントが目白押しです。外は
寒くて家の中で縮こまってい
たいところですが、せっかく
の機会です。雪国ならではの
醍醐味を味わいましょう。

2-1   戸籍の
 窓口から
―12月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,532 人 （－   44）
男 12,842 人 （－   23）
女 14,690 人 （－   21）

世帯数 　10,666 世帯 （－      2）

（平成 29 年 1 月 1 日現在）　　  前月比

出生
9 人 42 人 18 人 29 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）

鈴木結
ゆ い と

翔　 （裕介・生保内字野村）

佐藤琢
た く ま

磨　（富士夫・角館東前郷字前下道）

髙橋奏
そ う ま

真　 （勇輝・菅沢）

大柄愛
あ ゆ む

結夢 （夢美・上菅沢）

鈴木凜
り お ん

音　 （圭介・小勝田下村）

千葉凜
り ん か

和　 （大志・薗田碇メ石）

高村虎
こ あ

空　 （慶吾・広久内下タ町）

西宮星
ほ な み

煌　 （大希・門屋字漆原）

菅原幸一　 （83 歳・広久内下タ町）

佐々木トキヤ （90 歳・広久内舟場）

山田リツ　 （88 歳・桧木内字松葉）

鈴木秋子　 （76 歳・西明寺字梨子木台）

佐藤庄次郎 （86 歳・小山田字外谷地）

伊藤正利　 （79 歳・門屋字下川原）

高橋清枝　 （86 歳・門屋字六本杉）

佐藤照彌　 （87 歳・上荒井字寺村）

佐藤幸一　 （66 歳・小渕野字袖野）

鈴木久二雄 （88 歳・田沢字春山）

伊藤テル　 （85 歳・生保内字武蔵野）

井上成一　 （79 歳・生保内字武蔵野）

橋本秀男　 （66 歳・生保内字武蔵野）

髙𣘺信幸　 （75 歳・生保内字街道ノ上）

菅原千司郎 （101 歳・生保内字久保）

田口時治　 （83 歳・生保内字野村）

千田喜作　 （88 歳・田沢字道目木）

鈴木ハルヱ （93 歳・神代字竹原）

富樫貞子　 （80 歳・岡崎字鳥居野）

大山キク子 （88 歳・梅沢字西田）

真崎虎男　 （74 歳・梅沢字都野）

大森文子　 （69 歳・卒田字上清水）

藤井京子　 （86 歳・卒田字上清水）

草薙朝作　 （63 歳・卒田字早稲田）

大久保和一郎（76 歳・上菅沢）

田口憲一　 （90 歳・上菅沢）

小林清子　 （80 歳・上野）

佐藤スゲ　 （87 歳・裏町）

鈴木正晴　 （81 歳・山谷川崎大場）

田口ヱミ子 （77 歳・山谷川崎黒森）

藤原正樹　 （85 歳・山谷川崎高屋）

藤本孝　　 （87 歳・川原北沢）

戸澤嘉滿　 （63 歳・川原羽黒堂）

川原ハルヱ （86 歳・西長野古米沢）

伊藤富長　 （89 歳・西長野上野）

茂木光夫　 （70 歳・西長野鬼壁）

彅レイ子 （76 歳・雲然田中）

武藤美津　 （81 歳・下延上野坊）

藤𠩤栄子　（72 歳・下延大前田）

髙田ヨシ子 （87 歳・白岩前郷）

嶋村美代　 （90 歳・白岩上西野）

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

 5日㈰　西長野ふる里まつり
15日㈬　新春の歌と踊りの饗宴　新春の宴（会場：ひでこの間）
　　　　 13:00 ～（開場 12:00）お 1 人様 3,000 円（お弁当・入浴券・
　　　　 お楽しみ抽選権付）
16日㈭　あんこうとかに祭り（会場：レストラン）
　　　　 18:30 ～ 20:30　お 1 人様 4,700 円（飲み放題付）
2月の毎週土曜日 17:30 ～ 18:00 火振りかまくら体験できます。

25 日㈯　10:00 ～ 17:00　通常価格 1 冊 2,000 円を 3 冊 1 セット
5,000円にて販売。（限定 500セット、お1人様 5セットまで。）

2月もイベント満載！

特別感謝企画入湯回数券割引販売（温泉棟限定）

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

3日㈮ 節分ランチ　14日㈫ バレンタインランチ（レストラン北蔵）
両日とも 11:00 ～ 14:00　1,500 円（なくなり次第終了）

【展示】18日㈯～ 3月12日㈰　場所：米蔵
【雛御膳】25日㈯～ 3月12日㈰　場所：レストラン北蔵
　お1人様 2,160 円（2日前までご予約をお願いします。）

18日㈯～25日㈯　やさしい服展　前蔵 1F　10:00 ～ 16:30企画展

お雛様展示＆雛御膳

2月のスペシャルランチ

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

17日㈮ 18:30 ～　本マグロ解体＆浅野寿恵歌謡ショー
新鮮な本マグロと浅野寿恵さんの歌声をお楽しみください。
大人 6,000 円（料理・飲み物付）　会場：2 階多目的ホール

【温泉三昧湯治プラン（～ 3 月 31日㈮まで）】2 泊 3 日（5食付）
お 1 人様 9,800 円（1 室 1 名ご利用は 1,080 円追加）
ご延泊1 泊（2 食付）につき 4,500 円
【歓送迎会などにおすすめ！「日帰りプラン」】お料理 3,000 円～
入湯料サービスなど特典満載！詳しくはお問い合わせください。

ご宿泊・ご宴会はクリオンにお任せ！

クリオンの海鮮祭り！

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00
2月の休館日…23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2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）　2月の定休日…8 日㈬、22 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

18日㈯・19日㈰
「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」

25日㈯・26日㈰「田沢湖高原雪まつり」
名物のカレーパンをはじめ、温かい食べ物を取り揃えています♪

冬期間は土日祝日のみ営業します。（3月下旬まで予定）

イベント出店のお知らせ

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

※表記の価格は全て税込価格です。
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