
辻谷　雄　 （86 歳・八割内山）
細川文男　 （80 歳・白岩上西野）
髙橋チヨ　 （95 歳・薗田釣田）
千葉ミヱ　 （91 歳・薗田中村）
藤𠩤イマ　（83 歳・広久内上中川原）
鈴木みつる （88 歳・上桧木内字浦子内）
大牧セチ　 （90 歳・桧木内字小滝）
武藤ハルヱ （92 歳・桧木内字相沢）
加藤正子　 （78 歳・桧木内字松葉）
新山藤夫　 （92 歳・西明寺字宮田）
佐々木新一 （85 歳・小山田字鎌足）
佐藤ミヤ子 （91 歳・小渕野字袖野）

加藤キヌ　 （91 歳・田沢字春山）
田中康雄 　（77 歳・生保内字阿気）
　野アヤ　 （84 歳・生保内字下高野）
永井富雄　 （84 歳・生保内字造道）
冨岡静良　 （88 歳・生保内字武蔵野）
藤澤サツヱ （91 歳・生保内字武蔵野）
小田秋男　 （84 歳・生保内字武蔵野）
田口治男 　（88 歳・生保内字男坂）
佐藤春康 　（62 歳・生保内字久保）
倉橋繁𠮷 　（93 歳・生保内字小杉沢口）
加藤多一 　（78 歳・生保内字下堂田）
加藤久子 　（73 歳・生保内字船場）
佐々木渉　 （68 歳・角館東前郷字杉林）
三嶋京子　 （70 歳・岡崎字新屋敷）
藤村永　　 （76 歳・岡崎字院内）
佐藤　治　 （82 歳・神代字古館野）
小林巽　　（95 歳・神代字高野）
山本たけ　 （102 歳・梅沢字大石野）
大山スミ　 （91 歳・梅沢字丸山）
門脇スガ 　（94 歳・卒田字柴倉）

船山リミ　 （89 歳・卒田字上信田）
村形ミツヱ （94 歳・卒田字上真崎野）
遠藤芳一　 （68 歳・卒田字北竹原）
髙倉ふみ 　（94 歳・卒田字大石野）
千葉肇　　 （84 歳 ･ 上菅沢）
引地恵　　 （60 歳・上菅沢）
板谷多津朗 （69 歳・上菅沢）
畠本桂子　 （85 歳・水ノ目沢）
戸澤廣輝　 （84 歳・水ノ目沢）
藤田鶴治　 （73 歳・外ノ山）
中嶋賢四郎 （90 歳・細越町）
石郷岡榮治 （92 歳・細越町）
佐藤修　　 （57 歳・小人町）
佐藤省悦　 （78 歳・岩瀬町）
山口心海　 （78 歳・西勝楽町）
藤原和子　 （87 歳・山谷川崎高屋）
井上輝男　 （80 歳・小勝田中川原）
畠山イネ　 （95 歳・西長野鬼壁）
髙橋ツナ子 （86 歳・雲然碇前田）
照井ヱヨ子 （80 歳・八割坂ノ下）

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）

羽川蓮
れ ん と

十 　（竜也・生保内字武蔵野）

荒木田仁
ひ と み

美 （智仁・生保内字中宿）

佐藤美
み れ い

怜　 （省吾・上菅沢）

草𦿶晟
せ い た

太 　（友彦・西野川原）

佐々木凪
なぎ

 　（翼・中町）

佐藤壱
い つ き

樹 　（秀典・西長野熊堂）

武藤笑
え い た

詩 　（駿輔・桧木内字小波内）

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

54 人

人の動き　　　（　）内は前月比
（令和2年10月１日現在）

出生
8 人 16 人

死亡 転入 転出
32 人

人口 25,441 人
（－ 62）　

男  11,855 人 （－ 22）
女  13,586 人 （－ 40）

世帯数 10,567 世帯 （－ 15）

戸籍の戸籍の
  窓口から窓口から

―9月届出分・敬称略―

田沢湖   9,494 人
角　館 11,706 人
西　木   4,241 人

おたんじょうおめでとう　…氏名（保護者・住所）

※表記の価格はすべて税込価格です。
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旬な情報チャンネル
SDGs から未来の仙北市を考え
よう！ 第 18 回子どもサミット
令和元年度 決算をお知らせします
市役所からのお知らせ／まちづ
くり日記
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
保健と健康の掲示板
おしらせナビ／みんなで取り組
む SDGs
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
広告
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広報担当者の広報担当者の

つつ
やや きき

ぶぶ

FK　先日、友だちと田沢湖一
周マラソン大会を開催。おに
ぎりと豚汁を楽しみに 10 時
スタート。前半は我ながらな

かなかの走りでしたが、後半の坂で体に
大ダメージ、気力だけでゴールです。人
の足という感覚はこういうことなのかと。
そんな中でも頭の中はおにぎりと豚汁。
なぜこのセットがマラソン大会の定番な
のかよくわかります。走りに来たのか食
べに来たのか…。

RI　幼稚園から小学校までは
直筆の手紙でのやりとりが多
かったのですが、今は電子メー
ルや SNS の普及で気軽に連絡

のやりとりができます。先日部屋の掃除
をしていたら当時の手紙を発見して懐か
しい気持ちに。年賀状の準備時期が近づ
いていますが、今年は昔を懐かしみ、気
持ちを込めて直筆で送ろうと思います。

SG　コロナ禍でおうち時間が
増えて、SNS の利用率が高
まっているそうです。確かに
チェックする時間は増えたよ

うな気が。実は、市でも公式フェイスブッ
クページで様々な情報を発信していま
す。現在のフォロワー数はというと…。

1111
No.309No.309

 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。

 11 月の定休日のお知らせ
11日㈬、25 日㈬は定休日のため休館します。

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

 閉店時間変更のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、閉店時間が早まる場合が
あります。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

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

 感謝宿泊ご利用券
令和 3 年 4 月15日㈭までご利用いただけます。
3 名様（1泊 2 食）より7,500 円 /2 名様（1泊 2 食）より8,500 円
（休前日ご利用の場合は 1,000 円追加。）

 ボジョレー・ヌーボー祭り
11月19 日㈭　18:00 ～ 20:00
男性 6,800 円／女性 5,800 円

 11 月のメンテナンス休館日のお知らせ
16 日㈪はメンテナンスのため休館します。

 11 月のグラウンドゴルフ大会のお知らせ
  1 日㈰　グラ・チャン大会　参加権利獲得者限定（500 円）
  4 日㈬　2020 ファイナル　オープン参加（1,000 円）
15 日㈰　玉納め大会　オープン参加（4,000 円）
　　　　　 大会終了後、慰労懇親会を開催します。（送迎バス運行）
※16 日㈪以降、大会以外は無料開放します。

葉館 角館町西長野古米沢 30-19
☎ 55-5888花

 営業期間のお知らせ
11月 8 日㈰まで毎日営業します！
9 日㈪以降の冬期間営業については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

 「温泉の日」バス運行日について
11月の「温泉の日」バス運行日は下記の通りとなります。
▶桧木内地区　11月 2 日㈪、17 日㈫
▶上桧木内地区　11月 4 日㈬、18 日㈬
▶神代・西明寺地区　11月 5 日㈭、19 日㈭
 冬の「湯治プラン」はじまります！
2泊3日（5食付き）お1人様11,000円（ご延泊は1泊2食付き4,800
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。
 旅行会などにおすすめ！「日帰りプラン」
町内会や老人クラブなどの各種ご宴会やご会合などに！
▶お料理 3,500 円　[ 特典 ] ①入湯料サービス　②カラオケ無料
（ご送迎についてもご相談ください）
※忘・新年宴会プランも準備していますのでお問い合わせください。
 11 月のメンテナンス休館日のお知らせ
25 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

11/
１ 日

●秋の火災予防運動 P22  7日まで  

●献血（タカヤナギワンダーモール店 10:00 ～ 16:00） 10/16･P15  

●生き方いいねセミナー・すぐ役立つ話し上手虎の巻（角館交流センター 14:00 ～ 15:00）
10/16･P17  

●子どもの特性に気づき強み生かし育てて伸ばす（角館樺細工伝承館 13:30 ～ 15:30）
10/16･P18  

●せんぼく創業・経営塾（仙北市商工会西木出張所 9:00 ～ 16:00） 9/1･P17  

２ 月

３ 火 ●桜の木を植えてみませんか（花葉館管理地内 10:00 ～） 10/16･P18  

●せんぼく創業・経営塾（仙北市商工会西木出張所 9:00 ～ 17:00） 9/1･P17  

４ 水 ●えがおサロン（田沢湖健康増進センター 13:00 ～ 16:00） P19

５ 木
●すくすく成長記録 Day（さくラッコ 10:00 ～ 11:00） P17

●こころの相談（角館交流センター 10:00 ～ 10:50、11:00 ～ 11:50） P19

●豆大福作り教室（旧石黒（恵）家 10:00 ～ 12:00） 10/1･P8  

６ 金 ●豆大福作り教室（旧石黒（恵）家 10:00 ～ 12:00） 10/1･P8  

７ 土
●とことこタイム（田沢湖図書館 9:00 ～ 12:00） P15

●おはなしかい うさぎのみみ（学習資料館 10:00 ～） P15

８ 日 ●せんぼく創業・経営塾（仙北市商工会西木出張所 9:00 ～ 17:00） 9/1･P17  

９ 月

１０ 火 ●かだれ（田沢湖健康増進センター 10:00 ～ 15:00） P19

１１ 水
●はじめてのエコクラフト教室（西木公民館 13:30 ～ 15:30） P14

●行政相談所開設日（市役所神代出張所 13:00 ～ 16:00） P21

●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） P21

●税を考える週間 P22  17日まで  

１２ 木

●認知症サポーター養成講座（西木総合開発センター受付 13:30 ～、講義 13:40 ～、終了 
15:20 頃） P18

●こころの相談（角館交流センター 10:00 ～ 10:50、11:00 ～ 11:50） P19

●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） P21

●ふるさと講座（西木公民館 9:00 ～ 12:00） 10/1･P8  

１３ 金
●あつまれ ! ０歳児 ! !（さくラッコ 10:30 ～ 11:30） P17

●わくわく！ドキドキ！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･P17  

１４ 土 ●とことこタイム（田沢湖図書館 9:00 ～ 12:00） P15

１５ 日 ●大腸がん検診（西木総合開発センター 9:30 ～ 11:30） 10/16･P14  

１６ 月

●認知症サポーター養成講座（田沢湖健康増進センター受付 13:30 ～、講義 13:40 ～、終了 
15:20 頃） P18

●仙北市社会福祉協議会心配ごと相談日（西木公民館 10:00 ～ 12:00） P21

●大腸がん検診（田沢湖総合開発センター 10:30 ～ 12:30） 10/16･P14  

広報に掲載していない情報
なども発信していますので、
右記 QR コードからぜひ
チェックしてみてください。
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