
田口清良　 （70 歳・生保内字阿気）

髙橋ミツ　 （90 歳・田沢字春山）

中島ヨシ　 （90 歳・生保内字堂ノ前）

相原正　　 （98 歳・生保内字上清水）

鈴木マツエ （92 歳・生保内字武蔵野）

渡辺ミヨ子 （90 歳・刺巻字大道）

浦山徳治　 （87 歳・田沢字鎧畑）

千田幸欣　 （82 歳・田沢字開元）

草彅貞子　 （82 歳・神代字珍重屋敷）

佐々木千代 （88 歳・梅沢字大石野）

小松アヤ子 （75 歳・卒田字蟹沢口）

草薙テヱ子 （74 歳・卒田字戸狩野）

水平ユリヱ （92 歳・菅沢）

門脇キヨ　 （94 歳・菅沢）

藤原禮子　 （87 歳・川原町）

齊藤宏　　 （95 歳・下新町）

石垣雄治　 （86 歳・田町上丁）

藤原リヨ　 （92 歳・竹原町）

戸澤トミ子 （84 歳・川原若神子）

戸澤裕　　 （69 歳・川原寺前）

鈴木利男　 （80 歳・小勝田下川原）

千　作治　 （87 歳・西長野熊堂）

菅原德藏　 （88 歳・西長野中泊）

工藤政明　 （93 歳 ･ 西長野中泊）

照井ヨシ子 （89 歳・雲然荒屋敷）

髙橋印　　 （86 歳・下延竹市）

鈴木鷹子　 （83 歳・白岩前郷）

鈴木明　　 （55 歳・上桧木内字中泊）

  戸籍の
 窓口から

―11月届出分・敬称略―

人の動き

人口 27,030 人 （－   50）
男 12,584 人 （－    27）
女 14,446 人 （－    23）

世帯数 　10,621 世帯 （－    10）

（平成 29 年 12 月 1 日現在）　　  前月比

出生
4 人 41 人 26 人

死亡 転入 転出

松田晃
ひ な た

向　 （宙・生保内字武蔵野）

嵯峨らら　 （愛香・小勝田中川原）

新山結
ゆ い と

仁　 （浩次・西明寺字宮田）

國安泉
い ず み

実　 （健太・小山田字石川原）

仁部嘉
よ し と

人　 （秀樹・岩瀬下タ野）
　※10月届出

鈴木フユ子 （98 歳・上桧木内字大森）

鈴木東司　 （74 歳・上桧木内字浦子内）

門脇繁　　 （86 歳・桧木内字久保）

三川善次郎 （81 歳・西荒井字塚野腰）

元村いく子 （60 歳・西荒井字中野）

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
1 日㈪ 7:00 ～ 17:00（受付終了 16:00） 2 日㈫以降 7:00 ～ 21:00（受
付終了 20:00）1 月の定休日…10 日㈬、24 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

1/ １ 月
●元旦歓迎イベント（JR 角館駅、仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」9:30 ～

14:30）

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金 ●第 13 回仙北市新春書き初め大会（角館交流センター 9:00 ～）

６ 土
●平成 30 年仙北市消防出初式（【分列行進】旧秋木工場跡地（仙北市民会館北側）

～市民会館駐車場 13:00 ～【式典】仙北市民会館 14::00 ～）P11

７ 日
●神代地区新春懇談会（あきた芸術村 温泉ゆぽぽ 10:30 ～） P24

●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

８ 月 ●新舞踊教室（西木公民館 13:30 ～ 15:30）11/16･P14

９ 火
●オレンジカフェ（外町交流広場 13:30 ～ 15:30） P23

●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）11/1･P9

●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

１０ 水

●たいそう広場（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P21

●こころの相談（角館交流センター 13:30 ～ 14:30、15:00 ～ 16:00） P22

●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） P25

●行政相談所開設日（市役所神代出張所13:00 ～16:00）P25

●第４回パソコン講座【パソコン基本】（仙北市総合情報センター13:00 ～16:00）　　

12/16･P21

１１ 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）

P25

●第４回パソコン講座【パソコン基本】（仙北市総合情報センター13:00 ～16:00）　

12/16･P21

●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

●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

１２ 金
●～ 18 年目～第 32 回「角館キッズ学びぃ教室」（角館交流センター 9:00 ～11:00）

●生活習慣病予防教室（健康増進センター 13:00 ～受付）11/1･P8

１３ 土 ●～ 18 年目～第 32 回「角館キッズ学びぃ教室」（角館交流センター 9:00 ～11:00）

１４ 日

１５ 月

●アロエベラで生活習慣病を予防しよう（田沢湖総合開発センター 13:00 ～ 15:00）

P24

●雪下ろし講習会（講話：神代就業改善センター 実技：市役所神代出張所車庫 10:00

～ 12:00） P24

●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（社会福祉協議会西木支所 10:00 ～ 12:00）

P25

●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

仙北市カレンダー １/１月   ～ 15 月   
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新年のごあいさつ

税についての作文／税に関する習字

旬な情報チャンネル

2018FIS フリースタイルスキー
ワールドカップ秋田たざわ湖大会

市役所からのお知らせ

国民年金保険料は納付期限まで納
めましょう

平成 28 年度決算状況の公表

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

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　明けましておめでとうご
ざいます。1 年の始まりの最初
の楽しみは、新年のあいさつに
欠かせない年賀状。イラストや
子どもの写真、メッセージが添
えられていたりと普段はメール
や SNS でのやり取りが多いだ
けに手作りの 1 枚を手にすると
新鮮に感じます。2018 年の広
報せんぼくも皆さまの手に取っ
ていただけるよう、丁寧にわか
りやすく作っていきたいと思い
ますので、よろしくお願いします。

FK　なんだかうきうきするお
正月。とはいえ、毎年お正月番
組を見ながらおもちを食べて寝
る ･･･ 寝正月です。お正月太り
要注意です。インドア派な私と
しては 2018 年は「もう少しア
クティブに !!」を目標 ( 仮 ) に。
おみくじを引いてから目標を確
定しようかなと思います。

MT　新春のお慶びを申し上げ
ます。今年も見やすさ、読みや
すさを心がけ、皆さまに親しま
れる広報を作っていきたいと思
います。戌年生まれの私にとっ
て、今年は縁起がよいといわれ
る年男。迷ったら何事にもチャ
レンジしてみようと思います。
まずはこの 1 年、大過なく過ご
せますように。

広報担当者の

つ や きぶ

39 人

第３セクター耳より情報

西宮家

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

振舞酒をご用意しています！
1 日㈪～ 3 日㈬　レストラン北蔵で皆さまをお待ちしています！

元日の営業時間のお知らせ
1 日㈪は 16 時で閉店させていただきます。2 日㈫からは平常通り
営業します。今年もよろしくお願いします。

「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

自家栽培のルバーブを 100% 使用したジュレとマスカルポーネ＆
クリームチーズの相性絶妙！（18cm2,970 円）
レストランでも召し上がれます！（1 切 432 円）

「ルバーブチーズケーキ」予約販売中！

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

西木温泉ふれあいプラザ  クリオン

1 日㈪～ 5 日㈮　松花堂おせち弁当をはじめ、お正月メニューな
どの限定メニューをご用意しています！

レストランかたくり 新春特別メニュー！

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

クリオンからのお年玉！ 1 日～ 3 日 9:00 より

①入湯回数券販売　　　通常 4,000 円→ 3,000 円に！
②特典付き福袋販売　　個数限定！お買い得です。
③お楽しみ抽選会　　　ご利用料金 1,000 円に 1 回抽選！

年始の営業時間のお知らせ
≪プール≫ 1 日㈪～ 5 日㈮　10:00 ～ 12:00、13:30 ～ 17:00
≪温泉≫ 1 日㈪～ 3 日㈬　9:00 ～ 21:00（20:00 受付終了）
≪レストランかたくり≫ 1 日㈪～ 5 日㈮　11:00 ～ 21:00

（20:30 ラストオーダー）

2017 年も皆さまのご愛顧誠にありがとうございました。
2018 年もよろしくお願いします。

1-1

おひとり様 10,000 円（2 泊 5 食付）休前日プラス 1,000 円
2 名様以上でお申し込みください。

あったか湯治プラン　1 月 3 日～ 3 月 31 日まで

花葉館

角館町西長野古米沢30-19　☎ 55-5888　※不定休
1 月のメンテナンス休館日 ･･･29 日㈪、30 日㈫

1 日㈪～ 3 日㈬　宿泊ロビーで皆さまをお待ちしています！
振舞酒をご用意しています！

2018 年戌年　第 21 回花葉館新春麻雀大会
28 日㈰　受付開始 9:00　終了 17:00
おひとり様 5,500 円（懇親会・賞品代含む）
申込期限：20 日㈯　1 団体 4 名様でお申し込みください。

レストランイベント女子会フェア
25 日㈭　18:30 ～ 20:30　おひとり様 4,900 円（飲み放題）
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