
阿部春治　 （70 歳・生保内字武蔵野）

髙橋せ子　 （65 歳・生保内字浮世坂）

藤村良一　 （92 歳・生保内字宮ノ前）

髙橋ハルヱ （98 歳・生保内字久保）

石川岩治　 （78 歳・生保内字四十程）

小田島和慈子 （83 歳・小松字本町）

三嶋チナ　 （93 歳・小松字羽根ヶ台）

清水カヨ　 （87 歳・岡崎字大屋敷）

細川トキ子 （78 歳・神代字国館）

小杉昭子　 （77 歳・梅沢字森腰）

藤井博文　 （61 歳・梅沢字手習石）

中村みつ江 （72 歳・卒田字上信田）

八栁兵藏　 （87 歳・上菅沢）

小玉博　　 （85 歳・裏町）

小松啓補　 （84 歳・岩瀬町）

水平孝誠　 （70 歳・山谷川崎上野）

髙橋敏子　 （88 歳・川原安久戸）

高橋ミサ　 （73 歳・小勝田中川原）

伊藤小市郎 （86 歳・西長野上野）

黒坂清諒　 （86 歳・西長野鬼壁）

長沢洋代子 （79 歳・雲然田頭）

山形イネ子 （97 歳・下延切欠田）

鈴木フミ　 （80 歳・下延大瀬蔵野）

千葉隆太郎 （92 歳 ･ 白岩前郷）

千葉ミユキ （99 歳・白岩上西野）

髙橋昭子　 （78 歳・薗田銭神）

髙橋ハナ　 （88 歳・薗田家ノ東）

山﨑操　　 （69 歳・薗田中村）

髙橋キヱ　 （96 歳・広久内田之尻）

門脇文雄　 （82 歳・桧木内字上道）

西宮家

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

★西宮家絣展　                  ～    5 日㈰　　米蔵 1 階　10:00 ～ 17:00
★川連漆器展　      2 日㈭～    5 日㈰　　米蔵 2 階　10:00 ～ 16:30
★やさしい服展　23 日㈭～ 30 日㈭　　米蔵 2 階　10:00 ～ 16:30

11 月は企画展盛りだくさん！

勤労感謝の日ランチ
23 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。

  戸籍の
 窓口から

―9月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,117 人 （－   47）
男 12,626 人 （－    25）
女 14,491 人 （－    22）

世帯数 　10,635 世帯 （－      9）

（平成 29 年 10 月 1 日現在）　　  前月比

出生
10 人 40 人 23 人

死亡 転入 転出

嶋村陽
ひ い ろ

華　 （雄太・生保内字沼田）

佐藤陽
は る あ

空　 （尚幸・上菅沢）

小坂紬
つ む ぎ

木　 （圭・西下タ野）

髙橋真
ま こ と

琥翔 （孝・西田）

佐藤千
ち は や

隼　 （悠葵・小勝田下村）

佐藤蘭
ら な

月　 （直樹・桧木内字中島）

金谷穂
ほ の か

乃花 （雅俊・桧木内字山口）

新山千
ち せ

惺　 （長栄・西明寺字宮田）

佐藤百子　 （86 歳・桧木内字松葉）

中嶋壽治　 （85 歳・桧木内字松葉）

佐藤光夫　 （90 歳・桧木内字松葉）

櫻田トミ　 （85 歳・西明寺字堂村）

鈴木禮子　 （89 歳・門屋字屋敷田）

西宮幸　　 （91 歳・門屋字六本杉）

佐藤　夫　 （91 歳・上荒井字西野）

佐藤千賀子 （97 歳・西荒井字塚野腰）

おくやみもうしあげます　…氏名（年齢・住所）

※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）

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）11 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。

東風の湯

11/１ 水

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00） 10/16･P8

●ふるさと教室（田沢湖総合開発センター 8:20 集合）10/16･P10

●医師講話会（健康管理センター 13:30 ～ 15:00）10/16･P13

●第 2 回パソコン講座【パソコン基本】（仙北市総合情報センター 9:00 ～ 12:00）

10/16･P15

●直売所 ( 道の駅 ) の現状視察会（市役所西木庁舎 8:30 出発）10/16･P16

２ 木

●第 2 回パソコン講座【パソコン基本】（仙北市総合情報センター 9:00 ～ 12:00）

10/16･P15

●県立学校開放講座中国語講座（角館高校駒草キャンパス19:00 ～ 20:30）9/16･P17

●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） 8/1･P14

●わくわく教室（西木温泉ふれあいプラザクリオンプール10:00 ～12:00）7/16･P16

３ 金

●仙北市文化祭（西木地区）（西木温泉ふれあいプラザクリオン・隣接の体育館 9:00

～15:00）P12

●桜の木を植えてみませんか（旧角館スキー場跡地 10:00 ～）10/16･P15

●オレンジリボン＆ハロウィン仮装パレード（外町交流広場 10:00 受付） 10/1･P19

４ 土 ●仙北市文化祭（角館地区）（角館交流センター10:00 ～16:00）P12

５ 日

●仙北市文化祭（角館地区）（角館交流センター9:00 ～15:30）P12

●陸上自衛隊第 9 音楽隊コンサート（仙北市民会館 14:00 開演）10/16･P14

●仙北市フットサル大会（田沢湖スポーツセンター） 10/1･P20

●第 13 回仙北市民卓球大会（角館中学校体育館 8:15 ～） 10/1･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

６ 月 ●浮き浮き教室（西木温泉ふれあいプラザクリオンプール 10:00 ～ 11:30）7/16･P16

７ 火

●仙北市地域婦人連絡協議会消費者問題講演会（角館温泉「花葉館」13:20 ～

15:10） P16

●ふれあいサポーター養成講座（田沢湖健康増進センター13:30 ～15:00頃）P18

●英会話教室（田沢湖総合開発センター 18:00 ～ 19:00）10/16･P10

●出前美術館 inMOJA（神代中学校 9:00 ～ 16:00）10/16･P14  11 日まで  

●若返り教室（西木総合開発センター 10:00 ～ 11:30） 10/1･P13

●メタボ予防教室（西木温泉ふれあいプラザクリオンプール１８:00 ～19:00） 8/1･P14

８ 水

●たいそう広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P15

●行政相談所開設日（市役所神代出張所13:00 ～16:00）P18

●医師講話会（田沢湖健康増進センター 14:00 ～ 15:30）10/16･P13

●第 2 回パソコン講座【パソコン基本】（仙北市総合情報センター 9:00 ～ 12:00）

10/16･P15

●マイスター講座（西木公民館13:30 ～） 10/1･P8

９ 木

●献血（詳しい場所・時間は9ページをご覧ください。） P9

●第 2 回パソコン講座【パソコン基本】（仙北市総合情報センター 9:00 ～ 12:00）

10/16･P15

●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） 8/1･P14

１０ 金

●広報勉強会（田沢湖総合開発センター15:00 ～17:00）P17

●韓国料理教室（神代就業改善センター 10:00 ～ 13:00）10/16･P10

●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）10/16･P15

●角館調停協会無料調停相談会（角館簡易裁判所 10:00 ～ 15:00）10/16･P15

１１ 土

●おはなし玉手箱（田沢湖図書館１０:00 ～）P13

●おはなし会「うさぎのみみ」（学習資料館10:00 ～11:00）P16

●都会の中学生と秋田の農家 元気交流 40 年！リレートーク（あきた芸術村 わら

び劇場 16:00 ～ 18:30 予定）10/16･P15

１２ 日
●大腸がん検診（西木総合開発センター 9:30 ～ 11:30） P7

●秋田内陸線ウォーク 2017（角館駅　受付 9:00 ～ 11:00） P17

●マイクロドローン組立会（角館交流センター 10:00 ～ 17:00）10/16･P16

１３ 月
●大腸がん検診（田沢湖総合開発センター 10:30 ～ 12:30） P7

●浮き浮き教室（西木温泉ふれあいプラザクリオンプール 10:00 ～ 12:00）7/16･P16

１４ 火

●大腸がん検診（健康管理センター 10:30 ～ 12:30） P7

●太巻きずし教室（就業改善センター 10:00 ～ 12:00） P15

●運動機能を高め健康寿命を延ばしましょう ! ～寝たきりにならないための生活
とは ? ～（田沢湖総合開発センター 13:00 ～ 15:00） P17

●英会話教室（田沢湖総合開発センター 18:00 ～ 19:00）10/16･P10

●若返り教室（西木総合開発センター 10:00 ～ 11:30） 10/1･P13

●メタボ予防教室（西木温泉ふれあいプラザクリオンプール１８:00 ～19:00） 8/1･P14

１５ 水

●えくぼの会（角館交流センター10:00 ～14:00） P8

●行政相談所開設日（田沢湖総合開発センター13:00 ～16:00）P18

●医師講話会（西木保健センター 13:30 ～ 15:00）10/16･P13

●第 2 回パソコン講座【エクセル基本】（仙北市総合情報センター 9:00 ～ 12:00）

10/16･P15

●山野草の寄せ植え教室（西木公民館13:30 ～15:30） 7/1･P16

仙北市カレンダー 11/１水   ～ 15 水   

●発行・編集　仙北市役所総務課文書広報係　●製作協力　広報編集委員会　●発行日　1 日・16 日
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● E-mail　semboku@city.semboku.akita.jp　● URL　http://www.city.semboku.akita.jp/　● facebook　https://www.facebook.com/sembokucity　
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仙北市長選挙開票結果／市長就
任のあいさつ

旬な情報チャンネル

保健・健康の掲示板

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

子育てインフォメーション

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　休日は、子どもの部活動
やスポ少でほぼ終わってしまい
ます。春からそんな状況が続い
ているので、たまには何もない
ゆっくりした休日を過ごしたい
と思うことも。でも、頭の中で
広がるのは家で過ごす休日では
なく、山に登ったり旅行に出か
けたりと外に出ることばかり。
疲れるのは承知のうえで、せっ
かくの休日がもったいない！と
思ってしまいます。雪が降る
前にゆっくりどこかに行きたい
なぁ。

FK　かぼちゃ、さつまいも、栗、
柿 ･･･。魅力的な食材が豊富な
秋です。お店には秋限定のス
イーツが並んでいるのをよく目
にします。その中でも最近レベ
ルが高いコンビニスイーツ。買
うつもりがなくても “ 新発売 ”
をついついチェック、「食欲の
秋だから～」と結局手にとりレ
ジへ。『食欲の秋』は魔法の言
葉ですね。

MT　戌年生まれか犬好きの私。
防犯パトロールで 1 日警察署
長を務めた秋田犬の「武家丸」。
今やキラーコンテンツといえる
秋田犬は、一昔前まで「あきた
けん」と呼ぶ人も多く、それほ
ど有名ではなかったはず。今で
は「○○と秋田犬」という夢の
コラボも実現し、見るたびほっ
こりした気持ちに。来年は戌年
ということもあり、秋田犬ブー
ムはしばらく続きそうです。

11-1

広報担当者の

つ や きぶ

田沢湖ハーブガーデン ハートハーブ

★ 11 月中の土日祝日は通常どおりランチバイキングを開催しま
す ! 今シーズンは 26 日㈰が最終日です。
★冬期間はランチバイキング・お庭・温室はお休みです。

13日㈪～平成 30 年 4月上旬 ( 冬期間 )までは土日祝日のみ営業

田沢湖田沢字潟前78　☎ 43-2424　平日 10:00~16:00
土日祝 9:00 ～ 17:00　（冬期間は平日はお休みです）

届いてすぐに鍋パーティー！「宝風鍋セット」
秋田県産「山の芋」「きりたんぽ」「比内地鶏」に、三関せり・ねぎ・
きのこ各種・自家製スープのセットのご予約受付中！
4 人前 6,696 円・2 人前 4,104 円 ( ※送料別途 )

40 人

  3 日㈮　グラ・チャン大会　参加権利獲得者限定（500 円）
12 日㈰　2017 ファイナル　オープン参加（1,000 円）
19 日㈰　玉納め大会　オープン参加（3,500 円）
      　　　大会終了後、慰労懇親会を開催！送迎バス運行します。

16 日㈭　18:30 ～ 20:30　男性 6,500 円　女性 5,500 円

グラウンドゴルフ 11 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
11 月の休館日 ･･･13 日㈪（館内メンテナンスのため）

ボジョレ・ヌーボー祭り

日帰りコース 4,980 円～　ご宿泊コース 9,000 円
冬のあったかご宴会プラン受付中！

第３セクター耳より情報

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

卓盛コース　おひとり様 3,500 円（8 名様～）
お膳コース　おひとり様 5,000 円（2 名様～）
飲み放題（2 時間）　おひとり様 1,500 円（延長 30 分 500 円）

平成 30 年 1 月 31 日まで「忘・新年会プラン」

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00
11 月の休館日 ･･･28 日㈫（館内メンテナンスのため）

クリオンクリスマスパーティー予約受付中！

12 月 1 日㈮　開宴 18:30　おひとり様 6,000 円
着流しの貴公子、村上良輔の歌謡ショーと楽しい
トークで素敵なひとときを。

「温泉プール」好評通年営業中！
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