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広報担当者の広報担当者の
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やや きき

ぶぶ

FK　日中はとても暑かったの
に夜や朝方は肌寒かったりと
自分勝手なお天気に困ってい
ます。一番困るのが睡眠時。

寝る前は暑いのに朝方になると寒い。毛
布をかけるために起きて、しばらくする
と暑くなって、また起きる。最近は寝不
足気味です。皆さん体調管理にはお気を
つけください。

RI　人生で釣りを2回したこ
とがある私。いずれもいい思
い出はなく、一生やることは
ないと思っていた矢先、知人

に誘われて3度目の釣りへ。経験がある
のは日中での釣りでしたが、今回は夜で
の釣り。人気が少なく、静かな空間での
釣りは気持ちが和やかになり、釣れない

SG　ランニングは休日の日
中が多かったのですが、最近
は涼しくなる夕方から夜にか
けて走っています。そんなあ

る平日の夜のこと。水路沿いを走ってい
ると、小さな光を出したホタルが飛んで
います。自宅近く以外のここにもいるの
だと新たな場所の発見。期間限定でコー
スを変えてホタルのスポットを探しなが
らのランニングもいいかもしれませんね。

鬼川浩　　 （92 歳・田沢字春山）

千葉ミツヱ （97 歳・生保内字造道）

伊藤富太郎 （91 歳・生保内字牛沢）

田中清久　 （86 歳・生保内字上滝沢）

細川勘治　 （82 歳・生保内字武蔵野）

島宮節子 　（94 歳・生保内字武蔵野）

柳本節子　 （81 歳・生保内字久保）

藤川豊輝　 （89 歳・角館東前郷字中関）

佐藤カチ子 （80 歳・岡崎字院内）

草𦿶作栄　（70 歳・神代字勘解由屋敷）

草𦿶孝平　（85 歳・神代字勘解由屋敷）

佐藤章次　 （70 歳・神代字街道南）

細川ヨシヱ （94 歳・神代字戸伏松原）

大石雄榮　 （89 歳・梅沢字西田）

大山文夫　　 （88 歳・梅沢字西田）

藤井茂　　　 （82 歳・卒田字上信田）

眞﨑ツヤ 　　（101 歳・卒田字蟹沢口）

羽場孝子　　 （80 歳・卒田字中野）

佐藤正　　　 （91 歳・細越町）

柏谷利子　　 （83 歳・横町）

後藤賤男　　 （76 歳・西勝楽町）

戸澤正隆　　 （74 歳・山谷川崎高屋）

戸澤美　　　 （91 歳・川原向田）

佐々木久美男 （79 歳・小勝田中川原）

齊藤久　　　 （90 歳・西長野熊堂）

菅原操　　　 （79 歳・西長野中泊）

青柳吉夫 　　（88 歳 ･ 下延切欠田）

菅原三郎　 　（87 歳・八割字八割）

おくやみもうしあげますおくやみもうしあげます　　…氏名（年齢・住所）…氏名（年齢・住所）

中本綺
き こ

湖　　（慎司・田沢字鎧畑）

清水炎
え ん か

歌　　（凜有夢・岡崎字大屋敷）

畠山凰
お と

斗　　（貴斗・上菅沢）

戸澤琴
こ と は

芭　　（然・川原町）

辻琉
り く と

空愛　　（和也・川原町）

渡辺涼
す ず

月　 （和行・山谷川崎高屋）

佐藤藍
あい

　　 （賢・雲然田中）

草薙守
ま も り

理　 （紀聡・白岩下掵）

北川惟
い お り

織　 （恒・薗田板井村）

田沢湖 10,095 人
角　館 12,271 人
西　木   4,548 人

36 人

人の動き　　　（　）内は前月比
（令和 2 年 7 月１日現在）

出生
26 人

死亡 転入 転出
32 人

人口 25,545人
（－33）　

男 �11,905人 （－23）
女 �13,640人 （－10）

世帯数 10,576世帯 （＋　7）

戸籍の戸籍の
  窓口から窓口から
――66月届出分・敬称略―月届出分・敬称略―

田沢湖   9,540 人
角　館 11,744 人
西　木   4,261 人

おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

※表記の価格は全て税込価格です。

information第３セクター耳より情報

髙橋吉広　 （63 歳・薗田釣田）

千葉ハル子 （91 歳・薗田桜田堰ノ上）

髙橋キクヱ （99 歳・薗田東釣田）

髙橋誠亮　 （64 歳・広久内水神柳）

門脇幸子　 （83 歳・上桧木内字宮田）

佐久間清子 （99 歳・小渕野字西田）

 仙北市民憩いの日  今月は 26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。

 ８月の定休日・臨時休業のお知らせ
5日㈬、27日㈭、28日㈮は定休日・臨時休業のため休館します。

風の湯 田沢湖生保内字武蔵野111-8　☎43-2133
時�7:00～21:00（受付終了20:00）　東

 8 月の営業情報のお知らせ
レストラン・ショップ・体験教室・温室・ガーデンは通常営業中です
のでぜひご利用ください♪�
また宴会・オードブルなども予約の受付をしています。
お気軽にお問い合わせください！

ートハーブ
田沢湖田沢字潟前78　☎43-2424
時平日10:00～16:00／土日祝9:00～17:00ハ

9 人

 日替わりランチお休みと営業時間変更のお知らせ
▶日替わりランチ　8月11日㈫～14日㈮はお休みします。
▶営業時間　8月13日㈭は15:00で閉店となります。
 やさしい服展
8月17日㈪～23日㈰　米蔵2階
10:00～16:00　（初日は13:00～、最終日は14:00頃まで）

宮家 角館町田町上丁11-1　☎52-2438
時�10:00～17:00西

 「温泉の日」バス運行再開について
休止していた「温泉の日」バスを下記の通り再開します。
▶桧木内地区　8月4日㈫、18日㈫
▶上桧木内地区　8月6日㈭、19日㈬
▶神代・西明寺地区　8月7日㈮、20日㈭
 「オードブル」ご予約承り中！
オードブル10,000円（お刺身あり・なし）
お盆のお客さまのおもてなしなどにご利用ください。
 「湯治プラン」（～10/9 ㈮ご出発分まで）
2泊3日（5食付き）お1人様12,000円（ご延泊は1泊2食付き5,300
円追加。1室1名様ご利用の場合、ご宿泊1回につき1,100円追加。）
※秋田県プレミアム宿泊券をご利用できます。
 お盆期間中の営業時間について（8 月8日㈯～16日㈰）
▶[日帰り入浴 ]　6:00～21:00（受付�20:00まで）
▶[温泉プール ]　10:00～12:00／13:30～17:00
▶[レストラン「かたくり」]　11:00～21:00（ラストオーダー20:30）
 8 月のメンテナンス休館日のお知らせ
26日㈬はメンテナンスのため休館します。

ク 西木町門屋字屋敷田83-2　☎47-2010
時�6:00～21:00（入浴受付20:00まで）リオン

�湯治プラン延長決定！
好評につき9月30日㈬まで延長決定しました。皆さまのお申し込み
をお待ちしています！
�秋のコスモス宿泊プラン （8/1 ㈯～ 9/30 ㈬予定）
1室3名様以上、お1人様7,500円（休前日お1人様1,000円追加）
1日 7組限定！お早めにお申し込みください。
 8 月のグラウンドゴルフ大会のお知らせ
��1 日㈯　月例大会　会員限定（500円）
��9 日㈰　実行委員会杯　オープン参加（1,000 円）
23日㈰　納涼大会　オープン参加（1,000 円）
30日㈰　花葉館翼会大会　オープン参加（1,000 円）
※各大会、昼食 400円でご用意します。（事前申し込み）

葉館 角館町西長野古米沢30-19
☎ 55-5888花

ルパこまくさ
 秋田県プレミアム飲食券のご利用について
食堂で秋田県プレミアム飲食券が使用可能です。この機会にぜひご
利用ください。

田沢湖生保内駒ケ岳2-16　☎46-2101
時9:00～19:00（受付終了18:00）ア
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支援情報
市役所からのお知らせ／みんな
で取り組む SDGs
旬な情報チャンネル
疲労ストレス測定器とデータの
分析結果について
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
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FK　本を読むことが少なくな
りました。先日、どうしても
読みたい本があり、初めて電
子書籍の小説を購入。すぐ買

えて、かさばらない、どこでも読めるなど、
とっても便利！ただ、一気に読み進めた
い派なのでスマホだと目が疲れるのが難
点。まだまだスマホで読む違和感がある
ものの、この機会に電子書籍で読書を楽
しんでみたいと思います。

RI　カメラに興味がある知人
と一眼レフを片手に田沢湖巡
り。基本的な操作しか教える
ことができず、とりあえず実

践に。撮影ポーズは独特でしたが、撮る
ポジションは参考になると思いながら撮
影したものを確認。構図や風景に味が
あって、今回は教える立場でしたが、教
えられる立場になる日は近そうです。

SG　2か月前から行っている
腹筋のトレーニング。そのせ
いか「タンパク質」が気にな
り始めました。体の約20%

を占めるタンパク質は、筋肉や内臓、皮
膚などをつくる重要な栄養素。トレーニ
ングで疲れた筋肉をリカバリーしてくれ
ます。ムキムキになりたい訳ではないで
すが、タンパク質を多く含む鶏肉や納豆
を食べて、気分はにわかアスリートです。

8/
１ 土 ●とことこタイム（田沢湖図書館9:00～12:00） P9

●おはなしかい うさぎのみみ（学習資料館10:00～） P9

２ 日

３ 月
●仙北市防災週間� P17  9日まで  

●集団健（検）診（詳しい時間、場所は広報7月16日号14ページをご覧ください） 7/16･P14

●胃がん検診（詳しい時間、場所は広報7月1日号10ページをご覧ください） 7/1･P10

10月11日まで  

４ 火 ●民謡教室（田沢湖総合開発センター19:00～20:30） 5/1･P10

５ 水 ●すくすく成長記録Day（さくラッコ10:00～11:00） P11

●えがおサロン（田沢湖健康増進センター13:00～16:00） P15

６ 木
●こころの電話相談（10:00～10:50、11:00～11:50） P15

●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） P16

●羊毛フェルト教室（角館公民館10:00～12:00） 7/1･P20

●どら焼き作り教室（旧石黒（恵）家10:00～12:00頃） 7/1･P20

７ 金 ●どら焼き作り教室（旧石黒（恵）家10:00～12:00頃） 7/1･P20

８ 土 ●とことこタイム（田沢湖図書館9:00～12:00） P9

●おはなし玉手箱（田沢湖図書館10:00～） P9

９ 日

１０ 月

１１ 火 ●かだれ（田沢湖健康増進センター10:00～15:00） P15

１２ 水 ●行政相談所開設日（市役所神代出張所13:00～16:00） P16

●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） P16

１３ 木

１４ 金 ●わらび座ミュージカル「松浦武四郎～カイ・大地との約束～」（仙北市民会館14:00開演）
7/16･P15

１５ 土
●とことこタイム（田沢湖図書館9:00～12:00） P9

●わらび座ミュージカル「松浦武四郎～カイ・大地との約束～」（仙北市民会館10:30開演）
7/16･P15

１６ 日

１７ 月

１８ 火 ●浴衣の着付け教室（田沢湖総合開発センター18:00～20:00） P8

●緑地管理（剪定・刈払機）講習（角館温泉�花葉館） 7/16･P16  20日まで  
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