
4/ １ 土

●秋田県春の大型観光キャンペーン初日（田沢湖・角館駅で行うおもてなしへ

の参加にご協力をお願いします。詳しくは3月16日号23ページをご覧ください。）

3/16･P23

●3B体操無料体験会（神代就業改善センター 10:00 ～ 11:30） 3/1･P14

●西木温泉ふれあいプラザクリオン温泉プールオープン（営業時間・料金等詳しく

は 3 月1日号 21ページをご覧ください。） 3/1･P21

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

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水
●神代・にこにここども園、白岩小百合保育園入園式
●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00） 3/16･P7

６ 木

●角館高校入学式
●生保内・神代・角館・西明寺・桧木内中学校入学式
●ひのきないこども園、角館・角館西・中川保育園入園式
●春の全国交通安全運動 15 日まで  P31

７ 金
●神代・中川・白岩・西明寺・桧木内小学校入学式
●だしのこ園入園式

８ 土
●新潮社創業120年記念写真展新潮社写真部のネガ庫から（新潮社記念文学館

9:00 ～ 17:00 ≪入館は 16:30 まで≫） 7 月 17 日まで  P25

９ 日
●秋田県知事選挙投・開票日（【投票】市内 21 投票所 7:00 ～ 19:00　【開票】

角館交流センター 20:30 ～） 3/16･P14

１０ 月
●生保内・角館小学校入学式
●さくラッコバザー ～夏物編～（さくラッコ 10:00 ～ 14:00） P21

１１ 火 ●かくのだて幼稚園入園式

１２ 水

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

●たいそう広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P21

●行政相談所開設日（市役所神代出張所 13:00 ～ 16:00） P30

●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） P31

１３ 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） P31

１４ 金

１５ 土 ●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10:00 ～） P17

１６ 日 ●春の一斉クリーンアップ（各地区・町内など 6:00 ～） P10
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平成29年度施政方針

平成29年度仙北市の予算

平成29年度主要事業

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

ここから変わる未来

刺巻地域づくり検討会意見募集

企画展のお知らせ

平成29年度人事異動と機構改革

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　この度、広報の係から他の
係へと異動となりました。2011
年の東日本大震災、あの日から
数日後の4月に広報担当となり
丸6 年、多くの方からさまざま
なご意見をいただきながら担当
としてやってこれたことに、こ
の場を借りて感謝申し上げま
す。次号からは新たな担当が加
わります。引き続き広報せん
ぼくをよろしくお願いします。

TK　採用 1年目から配属となっ
た広報担当を離れることとなり
ました。取材・撮影などで各
地を回ったり、お話を伺った
りと貴重な経験を数多くさせ
てもらった3年間でした。この
経験を活かし、新天地でも頑
張ります。次号は新メンバー
を迎えての最初の発行です。
変わらぬご愛読をどうぞよろ
しくお願いします。

MT　秋田新幹線こまちが開業
20周年を迎え、今月からは秋
田県春の大型観光キャンペー
ンがスタート。人口減少が著
しい秋田県では、この機会を
最大限に活用し交流人口の増
加を図りたいところですね。
市役所でも新年度が始まり、
人事異動が発令。広報担当も
新しくなりましたので、引き
続き取材の際はよろしくお願
いします。

4-1   戸籍の
 窓口から

―2月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,457 人 （－   15）
男 12,809 人 （－   10）
女 14,648 人 （－     5）

世帯数 　10,652 世帯 （+      5）

（平成 29 年 3 月 1 日現在）　　     前月比

出生
6 人 29 人 38 人 30 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）

吉村唯
ゆ い か

花　 （陽介・岡崎字鎌川）

川井陽
ひ な

菜　 （邦博・神代字野中清水）

木村空
そら

　　 （幸誠・雲然田頭）

佐藤悠
ゆうしん

進　 （勇樹・上野）

仙波実
み く

紅　 （紘幸・川原羽黒堂）

田中千
ち よ

代　 （隆裕・小勝田下川原）

船木心
こ は る

晴　 （秀康・西長野桂渕）

佐藤アヱ　 （92 歳・桧木内字松葉）

武藤昭六　 （85 歳・桧木内字松葉）

畠澤君子　 （88 歳・西明寺字桜田）

小林斉　　 （51 歳・小山田字鎌足）

佐藤キチ　 （96 歳・小渕野字袖野）

飯島正一　 （80 歳・生保内字駒ケ岳）

千葉養蔵　 （91 歳・生保内字下高野）

中西悟　　 （67 歳・生保内字下高野）

鈴木憲吉　 （79 歳・生保内字武蔵野）

坂本喜子　 （84 歳・生保内字大谷地）

浦山ミホ子 （84 歳・田沢字鎧畑）

斉藤テル　 （86 歳・小松字羽根ケ台）

細川タマ子 （81 歳・神代字戸伏松原）

大石琴子　 （87 歳・梅沢字大石野）

樋口達次　 （92 歳・梅沢字東田）

草彅チヨウ （93 歳・上野）

田牧 二　 （83 歳・小勝田中川原）

伊藤實　　 （88 歳・西長野川下田）

髙橋繁夫　 （72 歳・西長野八百刈）

安 信義　 （75 歳・八割塩手沢）

佐藤広次　 （48 歳・薗田中村）

雲雀誠亮　 （82 歳・薗田別当村）

髙橋リチ子 （96 歳・広久内下タ町）

武藤みち　 （76 歳・桧木内字松葉）

布谷明　　 （66 歳・桧木内字松葉）

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）

22日㈯～ 26日㈬　川連漆器オリジナル花器とグラス展
27日㈭～ 30日㈰　古布の小物展
※会場はいずれも米蔵2F

心華やぐ春の展示会情報

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

いよいよ4月1日よりリニューアルオープンします！
体力作りやリフレッシュなど、皆さまぜひご利用ください♬
【プール営業時間】
  ≪月～金≫ 13:30～ 20:00、≪土・日≫ 10:00 ～ 17:00
※12:00 ～ 13:30まではお休みします。
　プール開きのため、1日㈯は13:30からの営業となります。

仙北市の春は花満開！お花見弁当、昼食のご利用大歓迎です！
お花見期間中（15日～ 5月5日）のご予約承り中♪

花いっぱいの仙北市、お花見のお供に…

温泉プール営業開始 !!

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00

市民入浴無料！仙北市民憩いの日  今月は4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）　4月の定休日…12日㈬、27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

8 日㈯ 9:00よりいよいよ全館オープン！
ガーデン・温室・レストラン・ショップをはじめ、土日祝日開催
のランチバイキングもスタート。春のお花やハーブ苗、花粉の季
節のおすすめのアロマアイテムも登場✿レモングラスソフトク
リームや土日祝日限定販売のカレーパンなどここでしか味わえな
いものが満載です。ご来園お待ちしています♪

おかげさまで開園20周年！全館オープンします !!

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月中旬は休まず営業！）

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

29日㈯㈷　お食事18:00 ～　開演19:00 ～　お1人様5,900円

19日㈬　12:00 ～ 20:00　1冊2,000円⇒ 3冊1セット5,000円に！
限定500セット販売（お1人様5セットまで）

11日㈫　グラウンドゴルフ・ゲートボール合同安全祈願祭
翌12日㈬～ 21日㈮まで無料開放！
※通常時はプレイ代として250円いただきます。

グラウンドゴルフ友の会会員募集中！
会員証提示でレストラン飲食代5%、入浴料50円割引！
年会費 1,000円　入会希望の方はスタッフまでお声掛けください。

便利な年間プレイパスポートをご利用ください♪
【登録料】友の会会員：1,500円　非会員：2,600円

※証明写真1枚をお持ちください。（レストラン・入浴割引対象外）

4 月の大会予定
22日㈯　　月例大会　    　 　   会員限定（500円）
30日㈰　　小桜舞子杯　　　オープン参加（1,000円）

小桜舞子ディナーショー

グラウンドゴルフシーズン開幕 !!

入湯回数券割引販売
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