
田口久義　 （68 歳・生保内字阿気）

佐藤啓子　 （88 歳・田沢字春山）

田口友男　 （87 歳・生保内字武蔵野）

矢口克己　 （72 歳・生保内字武蔵野）

菊地サタ　 （92 歳・生保内字武蔵野）

小田嶋ミツ （84 歳・小松字羽根ヶ台）

梅澤ヒサ　 （90 歳・小松字羽根ヶ台）

佐藤トキヱ （93 歳・神代字国館）

新山芳宏　 （59 歳・卒田字上真崎野）

眞崎キヨ　 （88 歳・卒田字上真崎野）

眞崎榮治　 （85 歳・卒田字清水合）

佐藤太郎右衛門 （70 歳・下川原）

中村恵寿　 （80 歳・金山下）

佐藤茂利　 （82 歳・上菅沢）

小松金雄　 （83 歳・上菅沢）

田口和子　 （86 歳・上菅沢）

若島ユキ　 （93 歳・岩瀬）

髙田則子　 （80 歳・中町）

神馬瑠璃子 （88 歳・西勝楽町）

佐藤ユリ子 （92 歳・田町上丁）

細井　子　 （89 歳・山谷川崎黒森）

𠮷田ナミ　（92 歳・小勝田中川原）

加藤武男　 （80 歳・小勝田下川原）

阿部政子　 （91 歳 ･ 雲然上町屋）

石郷岡昌子 （64 歳・雲然碇前田）

木元文子　 （57 歳・白岩前郷）

藤原清康　 （81 歳・薗田坂井村）

鈴木綠　　 （89 歳・上桧木内字大地田）

橋本亮恒　 （78 歳・上桧木内字堀内）

佐々木トキ子 （86 歳・桧木内字吉田）

武藤得三　 （90 歳・桧木内字松葉）

眞崎順栄　 （90 歳・桧木内字松葉）

  戸籍の
 窓口から

―10月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,080 人 （－   37）
男 12,611 人 （－    15）
女 14,469 人 （－    22）

世帯数 　10,631 世帯 （－      4）

（平成 29 年 11 月 1 日現在）　　  前月比

出生
12 人 48 人 28 人

死亡 転入 転出

吉田頼
ら い ご

吾　 （雄吾・生保内字街道ノ上）

信田紬
つ む ぎ

希　 （高宏・小松字城廻）

富木悠
ゆうせい

晴　 （祐樹・小松字羽根ヶ台）

佐藤陽
は る ま

真　 （陽一郎・小松字田中）

藤原楓
ふ う な

菜　 （健史郎・神代字堂ノ西）

髙　秀
ひ で と

虎　 （将・金山下）

高橋蒼
あ お ば

羽　 （優太・北野）

下田恒
つねひで

秀　 （恒太郎・竹原町）

山部煌
こうへい

平　 （幸信・小勝田中川原）

水戸谷泰
た い ち

知 （一寛・西荒井字塚野腰）

鈴木ユキ　 （94 歳・西明寺字荒町東）

阿部專一　 （90 歳・門屋字大野関）

伊藤美和子 （83 歳・門屋字屋敷田）

西宮正美　 （67 歳・上荒井字上橋元）

佐藤富一　 （73 歳・小渕野字後川）

佐藤篤子　 （92 歳・西荒井字熊野田）

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）　大晦日・元旦 7:00 ～ 17:00（受付
終了 16:00）　12 月の定休日…13 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。

東風の湯

12/１ 金
●生活習慣病予防教室（田沢湖健康増進センター 13:00 ～受付） 11/1･P8

●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

２ 土

●新収蔵品展「高井有一展」（新潮社記念文学館 9:00 ～ 16:30） P20 　　　　　　

平成 30 年 3 月 30 日まで 

●第 65 回世古寸喜展（角館交流センター 9:00 ～ 16:00 ※最終日は 12:00 まで）

P20  4 日まで 

●あきた結婚支援センター仙北市出張センター開設日（角館交流センター 11:00 ～

16:00）11/16･P19

３ 日
●大腸がん検診（田沢湖総合開発センター 9:30 ～ 11:30） 11/1･P7

●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

４ 月

●無料人権・困りごと特設相談所開設日（市役所角館庁舎、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）11/16･P19

●無料社交ダンス講習会（雲沢集落センター 20:00 ～）11/16･P20

●大腸がん検診（西木総合開発センター 10:30 ～ 12:30） 11/1･P7

●生活習慣病予防教室（西木保健センター 13:00 ～受付） 11/1･P8

●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） 10/16･P12

５ 火

●親子食育ふれあい講座料亭での親子きりたんぽ作り＆ランチ（料亭「稲穂」

10:30 ～ 13:00） P17

●だしのこ園わんぱくフェスタ（だしのこ園 10:00 ～ 11:30）11/16･P18

●第 3 回パソコン教室【パソコン基本】（仙北市総合情報センター9:00 ～12:00）

11/16･P18

●生活習慣病予防教室（健康管理センター 13:00 ～受付） 11/1･P8

●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 ～19:30） 8/1･P14

６ 水

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

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00）11/16･P17

●第 3 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）

11/16･P18

７ 木

●初歩から始めるおもてなし中国語講座Ⅰ（角館公民館 15:40 ～ 16:30）11/16･P14

● “ マイスターに習う！” 第 2 弾わら細工編（西木公民館 10:00 ～ 11:30）11/16･P14

●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 ～19:30）11/1･P9

●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 ～11:30） 10/16･P12

８ 金

９ 土
●マイクロドローン組立会（角館交流センター 10:00 ～ 17:00）P21

●仙北市事業創造研修会（TAZAWAKO ベース 9:40 ～ 16:20）11/16･P19

１０ 日
●仙北市事業創造研修会（TAZAWAKO ベース 9:40 ～ 16:20）11/16･P19

●大腸がん検診（健康管理センター 9:30 ～ 11:30） 11/1･P7

１１ 月

●生保内中学校 PTA 親子講演会「ようこそ先輩 ! 生き方講演会」（生保内中学校

13:45 ～ 15:00） P20

●新舞踊教室（西木公民館 13:30 ～ 15:30）11/16･P14

●無料社交ダンス講習会（雲沢集落センター 20:00 ～）11/16･P20

●生活習慣病予防教室（西木保健センター 13:00 ～受付） 11/1･P8

●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） 10/16･P12

１２ 火

●オレンジカフェ（外町交流広場 13:30 ～ 15:30） P19

●田沢湖歴史再発見塾研修会（田沢湖図書館 10:00 ～ 15:00） P21

●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 ～19:30） 11/1･P9

●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）

11/1･P18

１３ 水

●たいそう広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P17

●行政相談所開設日（市役所神代出張所13:00 ～16:00）P21

●第 3 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）

11/16･P18

１４ 木

●初歩から始めるおもてなし中国語講座Ⅰ（角館公民館 15:40 ～ 16:30）11/16･P14

●第 3 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）

11/16･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）11/1･P9

●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 ～11:30） 10/16･P12

１５ 金
●笑いの会（健康管理センター 10:00 ～ 11:30 頃） P18

●オレンジカフェ（往生院 14:00 ～ 16:00） P19

●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

仙北市カレンダー 12/１金   ～ 15 金   

●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

●〒 014-1298　秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後 30 番地● TEL 0187-43-1111　● FAX 0187-43-1300

● E-mail　semboku@city.semboku.akita.jp　● URL　http://www.city.semboku.akita.jp/　● facebook　https://www.facebook.com/sembokucity　

●印刷　㈱松本印刷
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旬な情報チャンネル

秋の叙勲・高齢者叙勲

仙北市文化祭

地域輝き表彰

市役所からのお知らせ

人事行政の運営等の状況について

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

保健・健康の掲示板／まちづく
り日記

おしらせナビ

雪に関する相談窓口

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　駒ヶ岳もすっかり白くなり
ました。子どもの頃、登校時に
通学路から見える遠くの山が白
くなっているとワクワクしたの
を覚えています。クリスマス、
お正月、スキーと楽しいことが
続く冬が待ち遠しかったなぁ
と。それは大人になった今も変
わらず、雪が降ってくるとなん
だか楽しい気分に。冬のイベン
トが続くこれから懐は寒い時期
に突入しますが、寒さなんかに
負けず冬を満喫したいですね。

FK　最近、静電気に悩まされて
います。必ずといっていいほど、
車やドアなどを触るとバチッと
静電気がおきます。原因はいろ
いろあるようですが、私に当て
はまるのはお肌の乾燥のしすぎ
のようです。女子としてこの現
実を受け止めきれません。

MT　気がつけば師走。当たり
前のように雪も降り始め、外は
寒々しいです。ついつい出不精
になりがちですね。食卓では鍋
を囲む機会も多いと思います。
最近はいろんな鍋のモトが売ら
れています。鶏塩鍋のつもりが、
迷いに迷って豆乳鍋やトマト鍋
になることも。どれも美味しい
のですが、やはりこの時期セリ
の入ったきりたんぽ鍋を食べる
と、秋田県人でよかったと思う
のです。

12-1

広報担当者の

つ や きぶ

29 人

第３セクター耳より情報

西木村長を昭和 55年から4 期16年

務められた阿部悦郎さんが10月9日

に逝去されました。

謹んで哀悼の意を表します

西宮家

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

9 日㈯・10 日㈰　米蔵 2 階　10:00 ～ 16:00
あったかニットとクラフト展

クリスマススペシャルランチ
24 日㈰・25 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。

年越しオードブル 26 日㈫まで予約受付中！

10,000 円　お渡し日：31 日㈰ 14:30 まで（15:00 閉店）

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

おせち二段重・オードブル　各 10,000 円
本鮪刺身盛合せ　5,000 円（50 セット限定）
予約締切日：20 日㈬　お届け日：31 日㈰

おせち・オードブル・本鮪盛合せ予約受付中！

西木町門屋字屋敷田83-2　☎ 47-2010　6:00 ～ 21:00

クリオンからのお年玉！ 1 月 1 日～ 3 日 9:00 より

★その 1　入湯回数券販売！通常 4,000 円→ 3,000 円に
★その 2　お楽しみ抽選会！
★その 3　お買い得！特典付き福袋販売

年末年始の営業時間のお知らせ
≪プール≫ 27 日㈬～ 1 月 5 日㈮　10:00 ～ 12:00、13:30 ～ 17:00
≪温泉≫営業時間の 1 時間前受付終了
31 日㈰ 6:00 ～ 18:00　1 月 1 日㈪～ 3 日㈬ 9:00 ～ 21:00
≪レストランかたくり≫営業時間の 30 分前ラストオーダー
31 日㈰ 11:00 ～ 18:00　1 月 1 日㈪～ 8 日㈪ 11:00 ～ 21:00

8,000 円特典付き！予約締切予定日：12/25 ㈪
年越しオードブル予約受付中！

花葉館

角館町西長野古米沢30-19　☎ 55-5888　※不定休

23 日㈯≪昼の部≫ 2,700 円（お弁当・入浴付）
お食事 11:00 ～　開場 12:00 ～　開演 13:00 ～
≪夜の部≫ 5,900 円（円卓料理と飲み放題）
開場 17:50 ～　お食事 18:00 ～　開演 19:00 ～

小桜舞子チャリティクリスマスショー

今年のグラウンドゴルフの営業は終了しました。

「宝風鍋セット」（発送商品）予約受付中！

田沢湖ハーブガーデン ハートハーブ

★レストランでは冬限定あったかメニュー登場！
★保湿成分たっぷり！体験教室「天然ハーブのハンドクリーム作り」

冬期間は土・日・祝日のみ営業中！

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

食材と自家製スープのセットで、届いてすぐに鍋パーティー！
4 人前 6,696 円・2 人前 4,104 円　※送料別途

数量限定！キンキン・年越しオードブル予約受付中！

　 仙北市内
配達します！

24Semboku  City  Public  Relations25 広報せんぼく


