
  戸籍の
 窓口から
―6月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,224 人 （－   51）
男 12,683 人 （－   25）
女 14,541 人 （－   26）

世帯数 　10,660 世帯 （－      7）

（平成 29 年 7 月 1 日現在）　　     前月比

出生
5 人 38 人 26 人 44 人

死亡 転入 転出

堀川結
ゆうせい

誠　 （裕也・生保内字武蔵野）

髙橋空
そ ら の し ん

ノ心 （佐門・刺巻字大道）

山本悠
ゆうしょう

翔　 （善昭・山谷川崎字山谷）

佐川凜
り お

桜　 （陽介・岩瀬下タ野）

佐川詩
し お

桜　 （陽介・岩瀬下タ野）

相馬誠栄　 （58 歳・薗田釣田）

藤田德次　 （91 歳・桧木内字小波内）

竹下麗子　 （90 歳・桧木内字山口）

江橋ヨシ子 （86 歳・桧木内字松葉）

新山ミワ　 （89 歳・西明寺字宮田）

石川陽子　 （68 歳・小山田字石川原）

水戸谷テイ子（89 歳・西荒井字塚野腰）

千葉モト　 （100 歳・田沢字春山）

大前シメ　 （91 歳・田沢字春山）

浅利キクヱ （89 歳・田沢字春山）

伊藤カツ子 （84 歳・田沢字日渡）

安藤明雄　 （83 歳・生保内字武蔵野）

千葉春美　 （63 歳・生保内字武蔵野）

堀川　久　 （81 歳・生保内字街道ノ上）

水澤清隆　 （83 歳・生保内字久保）

千葉昭三　 （84 歳・潟字頭無）

三浦弘　　 （85 歳・潟字ヨテコ沢）

伊藤茂　 　（66 歳・小松字本町）

佐々木和子 （75 歳・神代字街道南）

樋口哲子　 （90 歳・梅沢字森腰）

高橋誠子　 （60 歳・卒田字大石野）

戸澤貞子　 （85 歳・菅沢）

藤田クニヱ （93 歳・上菅沢）

菅原正志　 （62 歳・上菅沢）

渡邉通八　 （95 歳・西下タ野）

伊勢塚茂　 （66 歳・勝楽）

八栁雪子　 （60 歳・山根町）

稲　通誠　 （84 歳・東勝楽丁）

佐藤利行　 （85 歳・歩行町）

小笠原和成 （40 歳・川原向田）

倉田良秋　 （83 歳・小勝田中川原）

菅原清太郎 （81 歳・西長野中泊）

石川孝一　 （70 歳・西長野月見堂）

菅原良美　 （74 歳・西長野月見堂）

菅原スミ　 （91 歳・八割西ケ沢）

おくやみもうしあげます　…氏名（年齢・住所）

田沢湖ハーブガーデン ハートハーブ

今月もお買い得な商品をたくさんご用意しています！！
★ハートハーブ名物「カレーパン」通常 180 円→ 130 円で販売！
★花苗割引セール開催！
★アロマキャンドル「バースフラワー・グラス」30%OFF ！

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。

おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

西宮家

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

16 日㈬～ 23 日㈬　米蔵２階（出展者：ヴィジョン）

企画展やさしい服展

日替ランチお休みと営業時間変更のおしらせ

[ 日替ランチ ]　11 日㈮～ 15 日㈫は、日替ランチをお休みします。
[ 営業時間 ]　13 日㈰はお盆ため 15:00 で閉店となります。

グラウンドゴルフ 8 月の大会予定

花葉館

角館町西長野古米沢30-19　☎ 55-5888　※不定休

  5 日㈯　月例大会（500 円）
11 日㈮～ 15 日㈫　お盆休み（無料開放日）
20 日㈰　納涼大会　オープン参加（1,000 円）
24 日㈭　ペアマッチ　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）

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

ビールにピッタリのおいしいスタミナ料理をご用意！
お得なかたくり飲み放題コースもご利用ください！
★呑んべえコース（90 分飲み放題）おひとり様 1,500 円
★ほじなしコース（120 分飲み放題）おひとり様 2,000 円
レストランかたくりは 11 日㈮～ 16 日㈬まで、11:00 ～ 21:00（20:30
ラストオーダー）のフルオープンで営業します。

レストランかたくり「スタミナフェア」開催 !!

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00

お盆のオードブル承ります！

お盆に家族みんなでクリオンのおいしい料理で楽しみましょう！
オードブル 10,000 円（刺身有・無）

メンテナンス休館日のおしらせ
29 日㈫は、メンテナンスのため休館日となります

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）　8月の定休日…9 日㈬、23 日㈬

仙北市民入浴無料！家族みんなでご利用ください！
※仙北市民と確認できるものを持参ください。

東風の湯

８/１ 火

●没後 40 年荒川青亭日本画展（角館町平福記念美術館 9:00 ～ 17:00　※入館は

16:30 まで）P18  9 月 24 日まで  

●集団健 ( 検 ) 診（中川小学校体育館 13:00 ～ 15:00 受付）7/16･P16

●仙北市と東北大学との連携協定記念シンポジウム（田沢湖総合開発センター

15:00 ～ 17:00）7/16･P18

２ 水

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

●集団健 ( 検 ) 診（角館交流センター 13:00 ～ 15:00 受付）7/16･P16

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00）7/16･P17

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

３ 木

●第 9 回学生陶芸展（角館樺細工伝承館 9:30 ～ 16:00）P10  5 日まで  

●集団健 ( 検 ) 診（角館交流センター 13:00 ～ 15:00 受付）7/16･P16

●縁寿相談会（西木公民館 10:00 ～ 12:00）7/16･P19

●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

４ 金 ●集団健 ( 検 ) 診（角館交流センター 13:00 ～ 15:00 受付）7/16･P16

５ 土

●かくのだて絵燈籠夏まつり（立町ポケットパーク 18:00 ～ 21:00）P18  

● 2017「夏祭り in 愛仙」（指定障がい福祉サービス事業所愛仙事業所前　開場:17:30、

18:00 ～ 20:15）P19

●仙北市総合防災訓練（詳しい時間・場所は 7 月 16 日号 10、11 ページをご覧

ください） 7/16･P10、P11

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

7/16･P18

６ 日

●カタクリの郷  川遊び体験（かたくり館前特設会場 10:00 ～ 12:00） P22

●出会い応援隊イベント「秋田駒ケ岳トレッキング」～緑の風と青い空と雲上のお
花畑～（集合：アルパこまくさ 8:00）7/16･P20

●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

７ 月 ●集団健 ( 検 ) 診（雲然トレーニングセンター 13:00 ～ 15:00 受付）7/16･P16

８ 火

●集団健 ( 検 ) 診（雲然トレーニングセンター 13:00 ～ 15:00 受付）7/16･P16

●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

９ 水

●たいそう広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P13

●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

●集団健 ( 検 ) 診（西長野交流センター 13:00 ～ 15:00 受付）7/16･P16

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

１０ 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

●三湖伝説レイクサイド交流会 in 田沢湖（たざわ湖・龍神まつり会場ほか 14:30

民宿三之丞集合、11日14:00 民宿三之丞解散） P21  11 日まで  

●平成 29 年度仙北市戦没者追悼式（仙北市民会館 11:00 ～） P22

●第 47 回たざわ湖龍神まつり（詳しい時間・場所は折り込みチラシをご覧ください）

●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

１１ 金

１２ 土

１３ 日

１４ 月

１５ 火
●田沢湖駅前広場夏まつり（JR 田沢湖駅前広場 11:00 ～ 20:00） P19

●仙北市成人式（仙北市民会館 14:00 ～） 7/1･P8

仙北市カレンダー ８/１火   ～１５火   
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輝きびと クローズアップ

旬な情報チャンネル

市役所からのお知らせ

仙北市版ネウボラ「なないろ」

まちづくり日記／仙北市産業祭

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

田んぼアート

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

SG　先日、9 年ぶりにたざわ湖
スキー場で開催された田沢湖マ
ウンテンバイクフェスの取材
に。当日は大雨で写真撮影には
厳しい天候。撮影ポイントに考
えていたコース中間部に行くと
風が強く、どしゃ降りの雨が体
に打ちつけます。そんな中、カ
メラを濡らさないように撮るの
は至難の業。あの手この手でど
うにかカメラを守りながら撮る
ことができました。写真の出来
は別として、取材初心者の私に
とってはいい経験になりました。

FK　写真を撮るときにせっかく
なのでいい表情で撮りたいと心
がけています。しかし、皆さん
笑顔で！と思うあまり、なぜか
自分のほうが満面の笑みで写真
を撮っていることに気づきまし
た。撮られた側から考えると、
カメラを構えた隙間から私のニ
ヤッとした口元が見えると思う
と ･･･ 不気味ですね。

MT　8 月は夏祭りなど賑やかな
イベントいっぱいです。今号で
は地域おこし協力隊を取り上げ
ました。仙北市の魅力や可能性
を感じて応募された方々です。
今後もあらゆる分野で協力隊が
増えていくかもしれません。ぜ
ひ、仙北市を外から目線で、埋
もれている観光・地域資源など
を掘り起こしていただけたらな
と思います。
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広報担当者の

つ や きぶ
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