
７/１ 土
●田沢湖クニマス未来館オープン（田沢湖クニマス未来館　※竣工式典のテープカット

後（11:00 前後）に入館を開始します）6/16･P10

２ 日 ●初歩から始めるペン習字教室（角館公民館10:00 ～12:00）6/16･P12

３ 月

４ 火

５ 水
●縁寿相談会（田沢湖総合開発センター 10:00 ～ 12:00） P23

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00）6/16･P19

６ 木 ●リフレッシュ教室（西木温泉ふれあいプラザクリオンプール18:00 ～19:00）5/16･P12

７ 金

●おとなの「ぬり絵サロン」6（角館公民館 9:30 ～ 12:00 頃）6/16･P12

●中国語教室（田沢湖総合開発センター 18:30 ～ 20:00） 6/1･P14

●チャリティーフリーマーケット（角館交流センター 10:00 ～ 15:00）6/16･P21

８ 土

●おはなし玉手箱（田沢湖図書館 10:00 ～） P17

●第 27 回歴史と文化フォーラム講演会（角館樺細工伝承館 17:00 ～） P22

●エコクラフトのかご作り教室（西木公民館 9:30 ～ 11:30） 5/16･P6

９ 日 ●神代伝統芸能発表会（神代市民体育館 10:30 ～） P22

１０ 月

１１ 火

●オレンジカフェ（外町交流広場 13:30 ～ 15:30） P9

●親子で元気に夏をのりきろう !!（角館児童館 10:00 ～ 12:00） P22

●胃がん検診（健康管理センター 6:00 ～ 8:00 受付）6/16･P18

●パッチワーク教室（桧木内地区公民館 10:00 ～ 15:00） 6/1･P14

●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

１２ 水

●たいそう広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P19

●行政相談所開設日（市役所神代出張所 13:00 ～ 16:00） P23

●胃がん検診（中川集落センター 6:00 ～ 8:00 受付）6/16･P18

●若返り教室（角館交流センター 10:00 ～ 11:30）6/16･P18

●白浜クリーンアップ大作戦（田沢湖畔イベント広場 9:20 集合 9:30 ～ 12:00）

6/1･P23

１３ 木

●体力・運動能力調査、バランスウォーキング教室（角館交流センター10:00 ～

12:00、13:00 ～15:00） P8

●胃がん検診（雲沢集落センター 6:00 ～ 8:00 受付）6/16･P18

●リフレッシュ教室（西木温泉ふれあいプラザクリオンプール18:00 ～19:00）5/16･P12

１４ 金

●体力・運動能力調査、バランスウォーキング教室（生保内市民体育館10:00 ～

12:00、13:00 ～15:00） P8

●こころの電話相談（10:00 ～ 10:50、11:00 ～ 11:50） P8

●胃がん検診（花葉館ロッジ 6:00 ～ 8:00 受付）6/16･P18

●中国語教室（田沢湖総合開発センター 18:30 ～ 20:00） 6/1･P14

●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

１５ 土

●オレンジカフェ（グループホームひまわり14:00 ～ 16:00） P9

●秋田県立博物館から「オーストラリアの風変わりな動物たち」がやってくる（田沢湖図

書館 9:00 ～ 18:00） 8 月 13 日まで   P17
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旬な情報チャンネル

チャレンジデー 2017

市役所からのお知らせ

保健・健康の掲示板

7月は国民健康保険税の納税月です

国民健康保険からのお知らせ

後期高齢者医療制度に加入して
いる皆さまへ

福祉医療受給者証の更新と交付
のお知らせ

国民年金保険料免除申請と年金
請求について・介護保険料の納
付について

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

子どもを健やかに育むために

まちづくり日記／田沢湖マラソン
エントリー受付中

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

広報担当者の

つ ぶ や き

SG　最近、仕事で遅く帰宅する
と、ホタルが迎えてくれます。
暗闇の中に浮かぶ小さな光は 1
年でも今しか見ることができな
い光景。つい子どもを呼んで、
一緒にホタルの観賞です。田舎
に生まれてよかったなぁと思う
瞬間の一つです。

FK　先日クニマス未来館内覧会
の取材へ。とくにかくクニマス
をきれいに撮るのが難しい ･･･。
どれを見てもぱっとせずに、自
分のカメラ技術に嘆きながら、
施設の廊下から見えるきれいな
田沢湖を眺めて現実逃避です。

MT　じめじめとした梅雨が明
けると、夏が近づきます。近づ
くというと、クニマスも田沢湖
クニマス未来館までやって来ま
した。田沢湖が昔のようにクニ
マスが生息できる環境になるま
では遠い道のりですが、本格的
な里帰りに向け機運も高まって
いくことでしょう。まずは元気
に泳ぐクニマスの姿、見に来て
くださいね。

7-1   戸籍の
 窓口から

―5月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,275 人 （－   28）
男 12,708 人 （－   17）
女 14,567 人 （－   11）

世帯数 　10,667 世帯 （+      1）

（平成 29 年 6 月 1 日現在）　　     前月比

出生
10 人 44 人 34 人 28 人

死亡 転入 転出

大石旭
あ さ ひ

輝　 （清純・梅沢字東田）

中島颯
さ つ き

基　 （祥崇・卒田字黒倉）

鈴木杏
あ お

緒　 （歩・岩瀬下タ野）

栗沢紗
さ え

依　 （祥太・岩瀬下タ野）

堀川蒼
そう

　　 （学・裏町）

菅原琴
こ と こ

子　 （俊平・白岩本町）

山田颯
そ よ か

華　 （駿・西明寺字荒町東）

畠山イツ子 （75 歳・桧木内字相内潟）

斎藤ヨシ　 （89 歳・桧木内字松葉）

門脇イト　 （83 歳・桧木内字松葉）

門脇操作　 （88 歳・桧木内字高屋）

門脇哲也　 （65 歳・小山田字沢口）

佐藤信夫　 （84 歳・小渕野字小白川）

鈴木敬子　 （65 歳・小渕野字袖野）

杉宮髙美　 （77 歳・上荒井字寺村）

坂井謙太郎 （79 歳・生保内字黒沢）

浅利康太郎 （41 歳・生保内字宮ノ後）

髙田進　　 （76 歳・小松字城廻）

佐藤キミ子 （68 歳・小松字羽根ヶ台）

平岡キミ　（90 歳・角館東前郷字杉林）

樋口セヱ子 （73 歳・梅沢字森腰）

大石弘　　 （80 歳・梅沢字柏木）

草彅シガ　 （89 歳・卒田字清水合）

大石正子　 （61 歳・卒田字荒町）

小野金藏　 （86 歳・岩瀬下タ野）

信田正夫　 （74 歳・岩瀬下タ野）

五井隆芳　 （57 歳・小館）

菅原正五郎 （85 歳・東勝楽丁）

門脇秀行　 （74 歳・川原町）

富田武次　 （88 歳・下新町）

藤本富治　 （87 歳・竹原町）

戸澤りち　 （86 歳・川原館下）

髙橋綠子　 （94 歳・西長野古寺）

阿部千惠子 （69 歳・雲然上町屋）

青栁イワ　 （89 歳・下延上野坊）

草彅堅悦　 （77 歳・白岩下西野）

相馬正志　 （80 歳・白岩堂野口）

菅　賢亮　 （90 歳・薗田大久保）

千葉秀　　 （91 歳・薗田中村）

草彅順治　 （87 歳・薗田西村）

田村ユリ　 （94 歳・桧木内字小滝）

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）

7 日㈮　七夕ランチ　17 日㈪　海の日ランチ
両日ともに 11:00 ～ 14:00　
おひとり様 1,500 円（なくなり次第終了します）
※日替わりランチは、ホームページ・店頭でご確認ください。

スペシャルランチ

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

★ご利用料金
大人 400 円　小・中学生 200 円
★営業時間
㈪～㈮ 13:30 ～ 20:00
㈯・㈰ 10:00 ～ 17:00（12:00 ～ 13:30 まではお休み）

クリオンプールで体力づくりやリフレッシュ！

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00
7 月の休館日 ･･･31 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）　7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

★お食事ご利用で「ドリンクバー＆ハーブティーバー」無料！
★商品お買い上げでもれなく「アロマキャンドル」プレゼント !
★花ポット苗割引セール開催！

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
12 日㈬　メンテナンス休館日

9 日㈰　おひとり様 3,000 円（弁当・入浴付き）
12 時開場　13 時開演

  1 日㈯　月例大会（500 円）
  9 日㈰　コカ・コーラ杯　オープン参加（1,000 円）
17 日㈰　魁カップ　オープン参加（1,000 円）
28 日㈮　辻谷組造園杯　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）

花葉館さなぶり芸能まつり

グラウンドゴルフ 7 月の大会予定25 日㈫は土用の丑の日！　数量限定うなぎ蒲焼重
おひとつ 1,700 円（肝吸い付き）市内配達します

おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

17 日㈪　10:00 ～ 12:00　普段利用できない遊具（浮き輪・ビー
チボールなど）が使用できます！
※大きさが 1㍍以上で、硬くて人に当たるとけがをしてしまう
遊具（ボート・水鉄砲など）は利用できません。

ステーキ祭り
28 日㈮・29 日㈯　18:30 ～ 20:30　
花葉館中庭特設会場　おひとり様 4,900 円（飲み放題付き）
7 月～ 9 月の間、ステーキ祭り 10 名様以上から承ります！

7 月 3 日㈪～数量限定！牛タンシチュー登場！
ライス＆サラダ＆スープバー＆プチデザート付き　1,296 円

海の日特別企画  遊具を持ってクリオンプールに行こう！

たけのこ祭り
開催中 !!
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