
6/ １ 木

●秋田駒ヶ岳山開き（神事：駒ヶ岳八合目登山口 10:10 ～） 5/1･P7

●無料人権・困りごと特設相談所開設日（角館庁舎、田沢湖総合開発センター、

社会福祉協議会西木支所 10:00 ～ 15:00） 5/16･P14

２ 金 ●県立学校開放講座韓国語講座（角館高校駒草キャンパス 19:00 ～ 20:30）

4/16･P18

３ 土 ●おはなし会「うさぎのみみ」（総合情報センター 10:00 ～ 11:00） 5/16･P13

４ 日

５ 月

６ 火 ●こころの相談（角館交流センター 13:30 ～ 14:30、15:00 ～ 16:00） P19

７ 水 ●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00） 5/16･P12

８ 木
●伊藤昇日本画展（平福記念美術館 9:00 ～ 17:00 ≪入館は 16:30 まで≫）

7 月 27 日まで  P22

９ 金

１０ 土 ●新緑のなかで笹の葉染め手作り教室（どんぐり山荘 10:00 ～） P15

１１ 日

１２ 月

１３ 火
●パッチワーク教室（桧木内地区公民館 10:00 ～ 15:00） P14

●出張さくラッコ in 田沢湖（田沢湖健康増進センター 10:00 ～ 15:00） P17

●民謡 ( 生保内節元唄 ) 教室（田沢湖総合開発センター19:00 ～ 20:30）4/16･P16

１４ 水
●たいそう広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P17

●こころの相談（角館交流センター 13:30 ～ 14:30、15:00 ～ 16:00） P19

●行政相談所開設日（市役所神代出張所 13:00 ～ 16:00） P24

１５ 木 ●行政相談所開設日（角館交流センター 13:00 ～ 16:00） P24

１６ 金

●ふるさと講座（西木公民館 9:00 集合） P14

●中国語教室（田沢湖総合開発センター 18:30 ～ 20:00） P14

●笑いの会（角館健康管理センター 10:00 ～ 11:30 頃） P19

●教科書展示会（総合情報センター 9:00 ～ 16:30） 7 月 1 日まで  P22

●ライブ in ロビーコンサート（仙北市民会館ロビー 18:30 開演） P22

●山の楽市事業概要説明会（仙北市商工会西木出張所 14:00 ～） P25
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旬な情報チャンネル

まちづくり日記／第 32 回田沢
湖マラソンエントリー受付中

市役所からのお知らせ

ここから変わる近未来

平成 28 年度仙北市の財政状況

犬の登録と「狂犬病予防集合注
射」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

歯と口の健康週間／介護保険事
務所からのお知らせ

おしらせナビ

戸籍の窓口から／第 3 セクター耳
より情報／仙北市カレンダー

広告

つ ぶ や き

広報担当者の

SG　角館中学校生徒による桜
の案内人の取材に行ってきまし
た。角館の桜まつりに訪れた観
光客に桜の素晴らしさを伝える
この活動。ガイド役の生徒たち
は、最初は緊張な面持ちでした
が、慣れてくると積極的に観光
客に声をかけ、桜や角館の素晴
らしさを伝えていました。「と
てもよい活動ですね。」と観光
客。生徒たちがこの活動を通し
て触れ合った観光客が再び角館
を訪れてくれるといいですね。

FK　これからの季節、気にな
るのは ･･･ 日焼け。気にしてい
ますが普段は日焼け止めを塗り
ません。最近、紫外線はお肌に
はとても悪いと聞き、急に怖く
なってすぐに日焼け止めを買い
ました。買って満足して、塗っ
た気になっています。

MT　山梨県西湖で生きていた
クニマス。いよいよ今月には仙
北市に搬入されるとのこと。思
えば 2010 年に発見された時、
私は県庁に出向しており、上司
から「おめでとう！」と言われ
た記憶が…。一瞬はて？でした
が、70 年という歴史を考えれ
ばまさに奇跡的な出来事。元気
に泳ぐクニマスの姿、早く見た
いです。

6-1   戸籍の
 窓口から

―4月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,303 人 （－   35）
男 12,725 人 （－   28）
女 14,578 人 （－     7）

世帯数 　10,666 世帯 （+      3）

（平成 29 年 5 月 1 日現在）　　     前月比

出生
15 人 36 人 65 人 79 人

死亡 転入 転出

堀川栞
し お り

里　 （義樹・生保内字下高野）

浅野慎
し ず や

寿也 （慎太郎・生保内字武蔵野）

坂本叶
と あ

愛　 （佑次・生保内字水尻）

佐藤陽
ひ な た

太　 （翔太・卒田字戸狩野）

櫻田櫂
かい

　　 （賢太郎・上菅沢）

福井結
ゆ い と

依斗 （俊介・上菅沢）

藤田奏
かなで

　　 （耐・中菅沢）

髙橋珀
は く

玖　 （大輝・花場）

戸堀嵐
あ ら し

獅　 （秀明・西勝楽町）

糸井さくら （健作・川原羽黒堂）

菅原凜
り り か

里花 （羊平・小勝田中川原）

佐藤榛
はる

　　 （伸也・雲然荒屋敷）

江橋梓
あずさ

　　 （勝・西明寺字荒町東）

藤邑幸
し あ ん

杏　 （幸司・小山田字堀之内）

佐々木ミツ （88 歳・広久内町後）

橋本タマヱ （91 歳・上桧木内字鳥屋森）

門脇祥一　 （81 歳・桧木内字除野）

浅利ミツ子 （82 歳・桧木内字相内潟）

浅利ヨシヱ （94 歳・桧木内字松葉）

松田昇　　 （88 歳・桧木内字下田）

中田フミ　 （90 歳・桧木内字松葉）

糸井ハル　 （100 歳・西明寺字十二峠）

畠澤清右衞門 （89 歳・西明寺字佐曽田）

木元智昭　 （40 歳・西荒井字熊野田）

田口龍幸　 （61 歳・生保内字中村）

高橋タヒ　 （90 歳・田沢字春山）

鈴木リツ　 （97 歳・田沢字春山）

新田直𠮷　（96 歳・生保内字町田）

伊藤健一　 （83 歳・生保内字源左ェ門野）

畠山満　　 （85 歳・生保内字野村）

佐藤スミ　 （87 歳・神代字白籏）

大石安治　 （91 歳・梅沢字大石野）

藤原清　　 （98 歳・梅沢字大船）

能美一彦　 （57 歳・卒田字南竹原）

佐越スヅヱ （98 歳・岩瀬下タ野）

金谷ミチ　 （79 歳・小館）

山本由雄　 （93 歳・細越町）

田中一仁　 （79 歳・表町上丁）

花田千歳　 （56 歳・下岩瀬町）

菅原千鶴子 （60 歳・田町上丁）

藤原五郎　 （74 歳・山谷川崎高屋）

藤枝堅一　 （90 歳・小勝田中村）

鈴木隆　　 （68 歳・西長野熊堂）

鈴木ノブ子 （85 歳・西長野熊堂）

髙橋知子　 （88 歳・西長野古寺）

佐藤娃　　 （88 歳・西長野月見堂）

髙橋トシ子 （90 歳・薗田保呂石）

千葉操　　 （81 歳・薗田西村）

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）

18日㈰　レストラン北蔵　11:00~14:00
おひとり様 1,500 円　※なくなり次第終了します。

お父さんいつもありがとう！父の日ランチ

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

7 月 14 日㈮　18:30~　会場：2 階「多目的ホール」
おひとり様 5,000 円（料理・飲み物付き）
スペシャルゲストによるショーもあります！

2 泊 3 日（5 食付）でおひとり様 10,800 円
ご延泊は 1 泊 2 食付 5,000 円追加。
1 室 1 名様ご利用の場合、ご宿泊 1 回につき 1,080 円追加

リフレッシュ「湯治プラン」（～ 7 月 14 日㈮まで）

暑い夏を乗り切ろう！ビアパーティー

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00
6 月の休館日 ･･･27 日㈫（館内メンテナンスのため）

仙北市民憩いの日  今月は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）　6月の定休日…14日㈬、28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

☆オリジナルハーブ香り袋「バルクサシェ」10% 引き
☆オリジナルハーブソフト「レモングラス」
通常 300 円のところ 200 円で販売
☆「ハーブの寄せ植え教室」10% 引き
体験教室受付時間：午前の部 10:00~11:30、午後の部 13:00~15:30

開園 20 周年記念企画！毎月 20 日はお得なイベント

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

22 日㈭　18:30 ～ 20:30　会場：レストラン
おひとり様 4,900 円（鯛料理 + 飲み放題）

6 日㈫　会場：ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部

  3 日㈯　月例大会（500 円）
11 日㈰　花葉館杯春季　オープン参加（1,000 円）
18 日㈰　すみれカップ　オープン参加（1,000 円）
25 日㈰　花葉館 20 周年記念大会 Vol．2　オープン参加（1,000 円）
※各大会、昼食 400 円でご用意します（事前申込）

おいしい鯛料理にお酒！鯛祭り

グラウンドゴルフ 6 月の大会予定

参加自由！申込受付中！花葉館ゴルフコンペ
宴会・会合にオススメ！「日帰りプラン」
特典満載のプランです。お料理 3,000 円より承ります！

モンベル商品
お取扱い
始めました！

おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

「クリオン温泉プール」健康・体力づくりにどうぞ！
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