人と自然が輝き合う日本一住みやすいまち
―
□■□■

未来へつなぐ笑顔と誇り

―

山形県庄内町▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

■□■ =======================================================
□■

★庄内町メールマガジン【第２３６号】★２０１８．５．２５

■ ========================================================
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
「庄内町メールマガジン」をご愛読いただきありがとうございます！庄内町のまちづくりやイベント、
観光などの最新情報をお届けします。
++++++++++++++++++
管理人のひとりごと
++++++++++++++++++
庄内町メルマガの管理人です^^
５月も終盤になり、田植えも一段落してきました。本日 25 日は、町内の各団体にベゴニアやマリーゴ
ールドなどの花苗が配布されました。これから各団体で定植し、色とりどりの花々が、町内の交通島や道
路沿いなど、至るところで見ることができます。花のまち庄内町をぜひお楽しみください。
６月３日は町民レク・運動会が７つの公民館区で開催されます。地域住民が一堂に会する 1 年に 1 度の
一大イベントです。せっかくの貴重な機会ですので、ぜひみなさんで盛り上がりましょう！怪我のないよ
うに準備運動を万全にし、水分補給をしっかりと行いましょう！
+++++++++++
まちの話題
+++++++++++
★日本遺産

羽黒古道

春の芽吹きトレッキング★

今年度第１回目の「庄内町の小さな旅」が開催され、県内外から総勢 32 名が参加しました。これは、
日本遺産に認定された「出羽三山

生まれかわりの旅」の構成文化財である羽黒古道を登り、出羽三山神

社を目指す町観光協会が主催するツアーです。
詳しくは⇒
https://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20180512hagurokodo.html
★庄総生が田植え体験★
5 月 21 日、庄内総合高校の 3 年生 23 名が、阿部勝吉氏（廿六木）を講師に、同氏が所有する水田で田
植え体験を行いました。昔ながらの方法で型枠を使って田んぼに格子状の型をつけ、手でつや姫の苗を植
え付けました。
詳しくは⇒
http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20180521shoso-taue.html

++++++++++++++++++++
庄内町インフォメーション
++++++++++++++++++++
★第 14 回庄内町芸術祭参加者募集！★
９月１日の開幕式を皮切りに、約３カ月間、庄内町芸術祭を開催します。芸術祭は、日頃から芸術文化に
携わる団体や個人の方々が自主発表する場です。あなたも日頃の芸術活動の成果を発表してみませんか？
町民のみなさんの多数のご参加をお待ちしています。
●開催期間／９月１日（土）～11 月下旬の約３カ月間
●参加対象／ 町内で芸術文化活動に携わる団体および個人
●申込期限／６月６日（水）
●申込方法／ 社会教育課文化スポーツ推進係、響ホール、各学区地区公民館に備え付けの「参加申込書」
に必要事項を記入のうえ、問合せ先または響ホールに申込みください。
■問・申込み／第 14 回庄内町芸術祭実行委員会事務局（社会教育課文化スポーツ推進係内）
0234-56-3312
★第３回

月山龍神マラソン～名水百選・歴史の里・味覚マラソン～参加者募集！★

●開催日時／10 月 14 日（日）（雨天決行） 午前８時 45 分競技スタート
●開催地／清川グラウンド（旧清川関所跡）
●種目／親子ペア（1.2km）、３km、５km、10km、ハーフマラソン
◆早期申込特典／５月 31 日（木）までに申込みされた方（参加料納入済）に「つや姫ご飯炊きセット」
プレゼント！
●ゲストランナー／三井住友海上プレーイングアドバイザー

渋井陽子氏

※コース、区分時間等の詳細は以下のサイトをご覧ください。
ランテス（http://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=188173&div=1）
イーマラソン（http://gassan-m.com/）
●申込方法／
【郵便振替】大会パンフレットに添付している払込取扱票から郵便局にて参加料を添えて申込みくださ
い。
【インターネット】上記サイトより申込みできます。
●申込期限／８月 10 日（金）
■問合せ／月山龍神マラソン実行委員会事務局（庄内町観光協会）
0234-42-2922 FAX0234-43-6422
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
響ニュース（文化創造館 響ホールからのお知らせ）
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
◎響ホール育成団体 活動体験の日 来て・見て・体験して、文化活動を楽しもう！
●日時／５月 26 日（土）開始 10:00 終了 14:00
●入場料／無料

●参加団体／あまるめ少年少女合唱団、キッズ☆アンサンブル、ぷちキッズモダンバレエサークル、キッ
ズチアダンス CANDY、キッズ☆わだいこ あまるめ飛龍太鼓ジュニアチーム
■問合せ／響ホール 0234-45-1433
★チケット好評発売中！
◎ハッピーでエレガントなジャズ

北村英治カルテット JAZZ コンサート

御年 89 歳！ 2007 年４月に旭日小綬章を受章したジャズ界の重鎮。独特のフレーズとクラリネットの
深い音色を響ホールで堪能できる日がやって来た！「本物」を体験できる絶好の機会をお見逃しなく。
●期日／７月 11 日（水）
●公演時間／開場 18:30 開演 19:00
●チケット／全席自由 一般 3,000 円
※当日は 500 円増し（お一人様２枚まで）
■問合せ／響ホール 0234-45-1433
★6 月 10 日（日）午前 10 時よりチケット発売開始！
◎真夏の夜の饗宴

PANDRUM コンサート

●期日／８月９日（木）
●公演時間／開場 18:00 開演 18:30
●チケット／全席自由 一般 2,000 円
（１ドリンク付き）
※当日は 500 円増し（お一人様２枚まで）
●会場／小ホール
■問合せ／響ホール 0234-45-1433

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
庄内町を楽しむならコチラ！観光情報サイト
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
●庄内町の観光情報ならコチラ♪
「庄内町観光情報

NAVI 庄内」⇒

http://www.navishonai.jp/

「庄内町観光協会（Facebook）」⇒ https://www.facebook.com/shonaimachikanko
「★つや美★の庄内町観光ブログ」⇒ http://shonaimachikanko.n-da.jp/
●ギャラリー温泉

町湯

ホームページ ⇒ http://machiyu.jp/
Facebook ページ

⇒

https://www.facebook.com/machiyu.s/timeline?ref=page_internal

●風車市場
ホームページ ⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/fusyaichiba/
Facebook ページ ⇒ https://www.facebook.com/fusha.0234
●立谷沢川流域の観光情報はここをチェック！
「ふれるほどやさしくなる立谷沢川流域」⇒ http://www.navishonai.jp/kitagassan/index.html
「ふれるほどやさしくなる立谷沢川流域（ブログ）」⇒ http://blog.goo.ne.jp/ryuiki

北月山荘 Facebook ページ ⇒
https://www.facebook.com/pages/月の沢温泉北月山荘/1589078011340260
●明治維新の魁！清河八郎や清川地域の情報ならコチラ！
「回天の魁士 清河八郎 blog」⇒ http://hachiro55.blog.shinobi.jp/
「清河八郎顕彰会のブログ」⇒ http://plaza.rakuten.co.jp/kaiten/
●東北最長のカートコース「カートソレイユ最上川オフィシャルホームページ」
⇒

http://www3.ic-net.or.jp/~kartsoleil/

●これから運動をはじめよう、いろいろなスポーツへ挑戦したい方へ！
「庄内町総合型スポーツクラブ コメっち＊わくわくクラブ」
ホームページ ⇒ http://wakucome.com/
Facebook ページ ⇒ https://www.facebook.com/wakucome/
●内藤秀因水彩画記念館
ホームページ ⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/naito/
●庄内町の歴史・文化を知りたい方、見たい方へ♪亀ノ尾の里資料館
ホームページ

⇒

http://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/bunka/bunkazai/kamehouse/kamehouse.html
Facebook ページ ⇒ https://www.facebook.com/亀ノ尾の里資料館-1831892753728092/
+++++++++++++++++++++++
庄内町の情報ならコチラ！
+++++++++++++++++++++++
●庄内町の情報サイト！
庄内町役場ホームページ

⇒

http://www.town.shonai.lg.jp/index.html

庄内町公式 Facebook ページ⇒ https://www.facebook.com/shonaitown/
庄内町公式 Twitter⇒ https://twitter.com/shonai_town
●しょうない写真館（町の話題を随時アップしています！）
⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/index.html
●庄内町定住支援サイト
売買・賃借は問いません！空き家情報の登録 募集!!
⇒

http://www.town.shonai.lg.jp/teizyu/

●ふるさと応援寄附金～ふるさと庄内町を応援してください!!
⇒

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/furusato/furusato/furusatoouenkifukin.html

●各種イベント告知や「蔵書検索」
・「貸出予約」もできます！
庄内町図書館ホームページ ⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/library/
■まちに対するご意見・ご質問はこちらから！
⇒

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/toiawase/teianbako/koeteianbako.html

メールマガジンのバックナンバーはこちらから！
⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/mailmagazine/mailmagazine.html

------------------------------------------------------------------★次回の配信は、６月８日(金)を予定しています。
当メールマガジンへの感想・ご意見・ご要望などお待ちしています！
------------------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
□■ お問合せ／庄内町役場
■□■ 情報発信課情報発信係 TEL 0234-42-0157
□■□■ URL: http://www.town.shonai.lg.jp/
■□■□■ E-mail : info@town.shonai.yamagata.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

