
 3/ １ 水

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

●第 6 回パソコン講座（総合情報センター13:00 ～16:00） 2/16･P14

２ 木 ●第 6 回パソコン講座（総合情報センター13:00 ～16:00） 2/16･P14

３ 金

４ 土 ●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

６ 月 ●運動サークル無料体験会（健康管理センター 9:30 ～ 11:30） P14

７ 火
●第 6 回パソコン講座（総合情報センター13:00 ～16:00） 2/16･P14

●心の居場所づくりセミナー（健康管理センター13:30 ～15:15頃） 2/1･P18

８ 水

●写真撮影会（集合：角館駅前蔵 10:00 ～ 14:30 頃） P12

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

●献血【田沢湖地区】（時間・場所など詳しくは 15 ページをご覧ください） 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） P19

●行政相談所開設日（市役所神代出張所 13:00 ～ 16:00） P19

●第 6 回パソコン講座（総合情報センター13:00 ～16:00） 2/16･P14

●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

●大曲支援学校せんぼく校卒業式
●献血【角館地区】（時間・場所など詳しくは 15 ページをご覧ください。） P15

●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） P19

１０ 金
●運動サークル無料体験会（健康管理センター 9:30 ～ 11:30） P14

●えほん広場（さくラッコ10:30 ～ 11:30） P17

●んみゃもの料理教室（神代就業改善センター10:00 ～13:00） 2/16･P10

１１ 土

●生保内・神代・角館・西明寺・桧木内中学校卒業式（市民の方で参観を希

望する方は、あらかじめ各校の教頭先生へご連絡ください。）

●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10:00 ～） P13

●そばタベクラーベの会（角館交流センター18:00 ～19:30） 2/16･P6

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

１２ 日
●生保内財産区管理会委員一般選挙（【投票】市内4投票所 7:00 ～17:00

【開票】田沢湖総合開発センター18:00 ～） P10

１３ 月

●景観に関する意見交換会（市役所角館西庁舎 18:00 ～） P11

●介護予防サポーター（きらめき隊）研修会（田沢湖健康増進センター

13:30 ～ 15:30） P15

●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（紙風船館 10:00 ～ 12:00） P19

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

１５ 水

●生保内・角館・桧木内小学校卒業式（市民の方で参観を希望する方は、あら

かじめ各校の教頭先生へご連絡ください。）

●えくぼの会（角館交流センター 10:00 ～ 14:00） P14

●介護予防サポーター（きらめき隊）研修会（角館交流センター 13:30 ～

15:30） P15

●たいそう広場（さくラッコ10:30 ～ 11:30） P17

●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） P19

●行政相談所開設日（田沢湖総合開発センター 13:00 ～ 16:00） P19

●第 6 回パソコン講座（総合情報センター13:00 ～16:00） 2/16･P14

１６ 木

●神代・白岩・中川・西明寺小学校卒業式（市民の方で参観を希望する方は、

あらかじめ各校の教頭先生へご連絡ください。）

●かくのだて幼稚園卒園式
●手作り教室（田沢湖図書館 10:00 ～） P13

●わくわく広場（さくラッコ10:30 ～ 11:30） P17

●行政相談所開設日（角館交流センター 13:00 ～ 16:00） P19

●第 6 回パソコン講座（総合情報センター13:00 ～16:00） 2/16･P14
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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

旬な情報チャンネル

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

子育てインフォメーション

市立角館総合病院　新病院開院
について

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　冬 ま つ り 満 載 の 2 月 で し
た。13 日の桜並木駐車場で行
われた角館火振りかまくらで
は、会場一角の雪の高台が絶好
の撮影ポイントとなるため、カ
メラマンでごった返していま
す。そこからやや離れた場所に
も毎年余った雪が積み上がっ
ているのですが、今年はそこ
が低い…。ごった返している
ところに行ってさらに人口密
度を上げるのは気が引けるた
め、他に試行錯誤しながらの撮
影でした。年々撮影のハードル
は高くなっている気がします。

TK　モーグルのワールドカッ
プが仙北市で開催されるよう
になって今年で 3 年目。1 年目
は知識が全くと言っていいほ
どなかった私ですが、3 年間取
材で通ったおかげか競技の楽
しみ方や選手の名前と顔も覚
えてすっかりモーグルファン
の一員に。世界規模の大会を
地元で、しかもコースの真横
で撮影できる幸せを改めて実
感した 2 日間でした。

MT　先 月 は 小 正 月 行 事 や ス
キーのワールドカップなど大
きなイベントが目白押し。レ
ンズ越しにも楽しい感じや迫
力が伝わってくるほど、熱気
に包まれていました。取材ネ
タには事欠きませんでしたが、
その分編集作業に追われる毎
日に…。こうして無事お届け
できたことに安堵しています。

3-1   戸籍の
 窓口から
―1月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,472 人 （－   60）
男 12,819 人 （－   23）
女 14,653 人 （－   37）

世帯数 　10,647 世帯 （－   19）

（平成 29 年 2 月 1 日現在）　　  前月比

出生
14 人 44 人 19 人 49 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）

加藤湊
みなと

　　 （哲平・生保内字宮ノ前）

大石愛
まなつき

月　 （守・梅沢字森腰）

大石杏
あ ん り

凛　 （優樹・梅沢字樋口）

佐藤菜
な お

桜　 （孝司・上菅沢）

大坂柚
ゆ う き

貴　 （美貢・上新町）

菅原暖
はるひと

仁　 （大未・小勝田中村）

茂木結
ゆ い と

和　 （祐介・西長野上野）

小松愛
め い

生　 （尚・雲然荒屋敷）

柴田さくら （純・桧木内字松葉）

藤原銀
ぎ ん た

太　 （志信・桧木内字長戸呂）

工藤陽
は る

琉　 （翔・上荒井字仁平）

藤川瑛
え い と

斗　 （昌利・西明寺字宮田）

筒崎陽
は る と

仁　 （剛・小山田字大浦川内）

門脇秋夫　 （83 歳・桧木内字上道）

布谷ツヱ　 （91 歳・桧木内字上道）

高野清美　 （79 歳・桧木内字吉田）

浅利和平　 （63 歳・桧木内字長戸呂）

浅利軍之助 （80 歳・桧木内字長戸呂）

浅利芳子　 （67 歳・桧木内字木田）

永山フサ　 （87 歳・桧木内字松葉）

猪本ミヨ　 （85 歳・桧木内字松葉）

小林康次郎 （74 歳・西明寺字小山寺）

鈴木聖子　 （42 歳・西明寺字宮田）

佐藤英孝　 （55 歳・門屋字上門屋）

髙橋綾子　 （61 歳・田沢字春山）

本多ヒテ　 （88 歳・田沢字春山）

進藤イト子 （90 歳・生保内字上清水）

田中省造　 （94 歳・生保内字上滝沢）

草薙ユリヱ （78 歳・生保内字上滝沢）

大場明美　 （69 歳・生保内字武蔵野）

加藤鉄五郎 （84 歳・生保内字武蔵野）

坂本ミツ子 （74 歳・生保内字武蔵野）

髙橋五郎　 （86 歳・生保内字武蔵野）

山内繁代　 （77 歳・生保内字武蔵野）

島崎悦子　 （80 歳・生保内字武蔵野）

豊嶋コワカ （96 歳・生保内字街道ノ上）

嶋村愛子　 （66 歳・生保内字宮ノ後）

荒木田イキ子 （89 歳・生保内字相内端）

佐々木イデ （78 歳・生保内字野村）

田村美保子 （57 歳・生保内字四十程）

三嶋由三　 （93 歳・岡崎字新屋敷）

三浦ナミ子 （92 歳・神代字竹原）

船山純子　 （55 歳・卒田字上真崎野）

眞崎文男　 （42 歳・卒田字上真崎野）

下田雄治　 （79 歳・卒田字上清水）

草彅博　　 （67 歳・菅沢）

髙橋義視　 （81 歳・上菅沢）

佐藤ハルノ （91 歳・上菅沢）

辻アサ　　 （82 歳・細越町）

太田眞人　 （56 歳・岩瀬町）

新田光子　 （77 歳・裏町）

黒澤亀雄　 （90 歳・山谷川崎黒沢）

伊藤敏男　 （76 歳・山谷川崎清水川）

佐川潤　　 （88 歳・西長野中泊）

千葉忠治　 （81 歳・薗田下タ村）

橋本トモヱ （87 歳・上桧木内字東下戸沢）

おくやみもうしあげます　…氏名（年齢・住所）

西宮家

東風の湯

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

14日㈫ レストラン北蔵
11:00 ～ 14:00　1,500円（なくなり次第終了）

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

お雛様など展示＆雛御膳

ホワイトデーランチ

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

◆お膳プラン 4,000円～　◆卓盛プラン 3,000円～（8人以上～）
◆飲み放題（2時間）2,000円　※価格はいずれも1人当たり
集合写真撮影、送迎バス（10人～）など承ります。ご相談ください。

2 泊 3日（5食付）お1人様 9,800円　お1人でのご利用はもちろん、
ご家族、グループでのご利用も大歓迎です♪

今月いっぱいまで！温泉三昧湯治プラン

歓送迎会プラン

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00
3月の休館日…30日㈭（メンテナンス実施のため）

市民入浴無料！仙北市民憩いの日  今月は3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）　3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

19日㈯、20日㈪㈷、25日㈯、26日㈰
11:00 ～ 15:00（受付終了 14:30）
大人 1,728円、小学生 864円、幼児（3歳以上6歳未満）540円

冬期間は土日祝日のみ営業します。（3月下旬まで予定）

お待たせしました！ランチバイキング開催

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。

花葉館

角館町西長野古米沢30-19　☎ 55-5888　※不定休
3 月の休館日…27日㈪（メンテナンス実施のため）

16日㈭　18:30 ～ 20:30　お1人様 4,700円（飲み放題付）

謝恩会・歓送迎会等、各種ご宴会のご予約承ります。
感謝宿泊プラン、日帰り宴会プランもご予約承り中です！
お勧め 日帰り宴会花見プラン 2,980円～

5日㈰　開場 12:30　開宴 13:30　
ゲスト：鏡元もとじ（大仙市出身）
お1人様 3,000円（お弁当・入浴券付）

男子会フェア　肉食系女子の参加もOK

黒川真一朗 スペシャル歌謡ショー
新曲

" 雪花角館 "
披露！

温泉プール
OPEN!

4月より

詳細⇒P21
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