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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１９３号】★２０１６．９．２３ 

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 「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^^ 

 実りの秋がやってきました。庄内では、秋の風物詩の稲刈りが始まってきています。秋の味覚が今から

楽しみですね。 

 秋の味覚と言えば秋まつり。今年からは「あまるめ秋まつり」と「たちかわ秋まつり」が一緒になって、

「しょうない秋まつり」として 10月 2 日に開催されます。三陸産さんまの炭火焼きや、餅つき大会など、

おいしい食べ物をいっぱい食べることが出来ます。また、10 月 9 日には「月山龍神マラソン」が開催さ

れます。ランナーだけでなく応援する方も、清川グラウンドに設置される「グルメ村」で秋の味覚を堪能

できます。 

 さらにさらに、10 月 8 日には道の駅しょうない「風車市場」がついにグランドオープンします！農産

物直売所での販売のほか、風車の見える主婦レストラン「いろどり」でも庄内の味覚を堪能できます。ま

た、庄内町の新ご当地キャラもお披露目されるそうです。 

 ぜひ秋の味覚が堪能できるイベントが満載の庄内町にお越しください！ 

 

+++++++++++ 

まちの話題 

+++++++++++ 

★余目四小で中村 中さんによる特別音楽授業★ 

 9 月 8 日、シンガーソングライターの中村 中さんによる特別音楽授業が余目第四小学校で行われまし

た。9 月 9 日に「中村 中 TOUR2016～十の指～」を響ホールで開催する中村中さんと、音楽を通じて子ど

もたちとのふれあい・交流をしようと企画されました。 

 



詳しくは⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20160908nakamurasan4syo.html 

 

★南三陸町立伊里前小学校が学習旅行で庄内町を訪れました★ 

9 月 8日、9日に南三陸町立伊里前小学校の 5年生 23名が、学習旅行として庄内町に訪れました。ウィ

ンドームやカートソレイユなどを訪れ、短い時間でしたが、あたたかく交流でき、両町のつながりが一層

深まったようでした。 

 

詳しくは⇒ 

 http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/2016090809isatomaesyo.html 

 

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

庄内町インフォメーション 

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

★しょうない秋まつり 2016★ 

●日時／１０月２日（日） 午前１０時～午後３時 

●場所／庄内町総合体育館周辺 

●内容／ 

◆んめものいっぱいコーナー 

南三陸町コーナー、庄内総合高校、駅前ふれあい朝市の会、つきたて餅コーナー、立谷沢川流域魅力店

など 

◆わくわくステージプログラム 

 10 時 00 分～  オープニングセレモニー 

 10 時 20 分～  あまるめ飛龍太鼓 

 11 時 30 分～  庄内総合高校吹奏楽部・余目友星会 

 12 時 30 分～  丸太切り大会 

 13 時 30 分～  余目吹奏楽愛好会・A-JUMP・チャンネル i 

 14 時 30 分～  わくわく大抽選会 

 15 時 00 分～  ふるまい餅 

◆このほかにも楽しいイベントが盛り沢山となっています！ぜひお越しください！ 

■問合せ／庄内町観光協会 0234-42-2922 

 

★道の駅しょうない風車市場グランドオープン！★ 

●日時／１０月８日（土）午前１０時～ 

●内容／ 

◆オープンイベント  ☆庄内町新ご当地キャラ登場！！ 

 9 時 50 分～ あまるめ飛龍太鼓演奏 

11 時 30 分～ ルリアール（オカリナ・エレクトーン演奏） 

13 時 00 分～ かっぱさんごきげんよう体操披露 

13 時 30 分～ 余目吹奏楽愛好会 

◆オープン記念特別プレゼント 



 農産物直売所で 500 円以上お買い上げの方にブルーベリー、ジューンベリー苗木（限定各 75 本）、ト

ルコギキョウ（限定 200 本）のうちいずれかをプレゼント！ 

◆このほかにもオープンを記念した特別な催しが盛り沢山となっています！ぜひお越しください！ 

■問合せ／道の駅しょうない「風車市場」 0234-56-3039 

 

★第１回月山龍神マラソン～名水百選・歴史の里・味覚マラソン～750 名のランナーに温かいご声援をお

願いします！★ 

沿道応援は、ランナーを力づけるとともに、マラソン大会の盛り上がりに欠かせないものです。「月山 

龍神マラソン」でも、沿道いっぱいの応援でランナーを“おもてなし”しましょう。 

●開催日／１０月９日（日） 午前８時４５分競技開始 

●スタート場所／清川グラウンド前（旧荘内藩清川関所跡） 

●コース・スタート時間／ ①種目 ②スタート時間 ③コース 

①ハーフマラソン ②８：４５ ③スタート～生繰沢橋～木の沢集落～松の木・肝煎集落・片倉集落～ゴ

ール 

①１０km ②９：１０ ③スタート～生繰沢橋～中島集落～中島橋～片倉集落～ゴール 

①５km ②９：３０ ③スタート～生繰沢橋～生繰沢集落～生繰沢橋～ゴール 

①親子ペア ②９：４５ ③スタート～清川駅折返し～ゴール  ※飛龍が一緒に駆け抜けます。 

①３km ②１０：１５ ③スタート～清川駅折返し～スタート～清川駅折返し～清河八郎記念館折返し

～ゴール 

●一般応援者駐車場／ 最上川河川敷（東興野） 

※ 清川河川グラウンドは午前８時 30 分から午前 11 時 45 分まで交通規制がかかり、出入りができませ

ん。 

●交通規制／ 大会開催に伴い、コース周辺で交通規制を実施します。コース周辺のみなさんにはご迷惑

をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

●通行止め区間／清川駅～本部スタート前 午前８時２０分～午前１１時 

        本部スタート前～成澤医院前 午前８時２０分～正午 

●応援グッズ／ 広報しょうない９月 20 日号に折込みの応援用小旗を作成し、当日、沿道での応援をお

願いします。 

●お楽しみ／ 会場内のグルメ村では、地元特産品や郷土料理をはじめ、秋の味覚を取り揃えています。

また、お子様にはバルーンアートを準備しています。 

■問合せ／月山龍神マラソン実行委員会（庄内町観光協会）0234-42-2922 

 

 

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

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！ 

◎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 

 

★９月 25日（日）10時よりチケット発売開始！ 

◎時代を超える甘い歌声 東建コーポレーション Presents 

 中村雅俊コンサートツアー2016 「L-O-V-E」～ Acoustic Unit ～ 

俳優、歌手とマルチに活躍を続ける中村雅俊。東日本大震災後は、支援ソングやチャリティライブを積

極的に実施。そんな中村雅俊が響ホールに初登場。青春時代にタイムスリップさせてくれます。 

●日時／11月 30日（水） 開場 18：00 開演 18：30 

●チケット／ 全席指定 一般 6,000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 

 

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

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、１０月１４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 

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


