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― 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１９１号】★２０１６．８．２６ 

■ ======================================================== 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 「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 

++++++++++++++++++ 

 庄内メルマガの管理人です^^ 

 みなさん、お盆休みはいかがお過ごしだったでしょうか？今年は晴天のお出かけ日和が続き、旅行に行

かれた方も、近くにお出かけした方もいい思い出ができたのではないでしょうか。 

 ８月 25 日に新学校給食共同調理場（仮称）の建設に向けて安全祈願祭が執り行われました。平成 29

年８月の供用開始に向けてついに建設が始まります。 

 ９月４日には、小出沼親水広場で第 13 回小出沼親水広場まつりが開催されます。名物は毎年大好評の

ジンギスカン。コンロと炭は無料で借りることができるので、家族そろって手ぶらで行けます！この他に

も楽しいイベントが盛り沢山！ぜひご来場ください！ 

 

+++++++++++ 

まちの話題 

+++++++++++ 

★第 15回夏宵まつり★ 

 8 月 12日、第 15回夏宵まつりが余目駅前から茶屋町通りで開催されました。今年は 13団体が出場し、

軽快な飛龍囃子に合わせた華麗な演舞が披露されました。 

 

詳しくは⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/160812natuyoimaturi.html 

 

★新たな第一歩を 平成 28年度庄内町成人式★ 

 8 月 15 日に、平成 28 年度庄内町成人式が響ホールで開催されました。今年度の新成人対象者数は 269

名で、うち 215名が参加しました。 



 

詳しくは⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/160815seizinsiki.html 

 

++++++++++++++++++++ 

庄内町インフォメーション 

++++++++++++++++++++ 

★第 10回記念大会 あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト in庄内町出品者・予選審査員募集中！★ 

≪出品者募集！≫ 

●出品料／【一般部門】出品点数１点につき１万円 （１応募者につき２点まで） 

     【高校部門】無料（１校につき１点まで） 

●募集期間／８月 31 日（水）（先着 450 名） 

 ～決勝大会～ 

●期日／11 月 26 日（土） 

●場所／JA 庄内たがわ新余目支所２階ホール 

≪予選審査員募集！≫ 

●登録料／1,000 円 

●募集期間／８月 31 日（水）（先着 450 名） 

●内容／各家庭で全国味自慢の米５種類を食べ比べ、順位を付けていただき、食べたお米に関するアン 

ケートをいただきます。 

■問合せ／あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト実行委員会事務局（農林課農産係内）0234-42-0169 

 

★第 13 回小出沼親水広場まつり★ 

●日時／９月４日（日）午前 10 時 30 分～ 

●場所／小出沼親水広場（庄内町小出新田） 

●内容／午前 10 時 30 分～  スーパーボールすくい、売店コーナー 

    午前 11 時～    イワナとカニのつかみ取り 

    午前 11 時 30 分～  ジンギスカンコーナー 

    午後０時 30 分～  お楽しみ抽選会 

≪ジンギスカンセット≫ 

◎価格／1,700 円（当日券） 

※前売り券（1,500 円）は、本日 17:15 まで、クラッセ・農林課・商工観光課（立川庁舎）・余目第四公

民館・小出沼部落会で販売しています。 

◎セット内容／羊肉 300ｇ・野菜・タレ・おにぎり１個 

■問合せ／小出沼親水広場まつり実行委員会（事務局：商工観光課観光物産係）0234-42-2922 

     雨天時引換連絡先：小出新田公民館 0234-43-3965 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

響ニュース（文化創造館 響ホールからのお知らせ） 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

★チケット好評発売中！ 

◎山形 庄内公演初！中村 中 TOUR2016 十の指 



シンガーソングライターとして、役者として活躍の場を広げている中村 中。毎年夏の恒例行事となっ

ているアコースティックツアーは「阿漕な旅」と題して、ギター片手に全国津々浦々を旅してきました。

活動 10年目を迎える 2016 年の夏は一味違います。十本の指を駆使し、ギターにピアノに思いを乗せ、魂

の叫びをお届けします。ベースに石田 純、ドラムに平里 修一を迎えてのトリオアンサンブル、ご期待く

ださい。 

●日時／９月９日（金） 開場１８：００ 開演１８：３０ 

●チケット／ 全席自由 一般 3,500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 

 

★チケット好評発売中！ 

◎秋のひびき寄席 三遊亭円楽・三遊亭王楽二人会 

今年のひびき寄席は、秋に開催。テレビでお馴染み「三遊亭円楽」と円楽一門会の若手イケメン落語家

「三遊亭王楽」が、本物の「芸」と「笑い」を届けてくれます。秋の夜長は実りに感謝し、美味しいもの

を頂き、そして響ホールに大笑いしにいらっしゃいませんか？ 

●日時／10月 12日（水） 開場１８：３０ 開演１９：００ 

●チケット／全席指定一般 3,500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 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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/%E4%BA%80%E3%83%8E%E5%B0%BE%E3%81%AE%E9%87%8C%E8%B3%87%E6%96%99%E9

%A4%A8-1484406611812552/timeline/ 

 

+++++++++++++++++++++++ 

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、９月９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 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


