
 

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１９８号】★２０１６．１１．２５ 

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 「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 

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

 庄内メルマガの管理人です^^ 

 昨日、東京で初雪が観測されました。東京で 11 月に初雪が観測されたのは 1962 年以来 54年ぶりとの

ことです。今年は大雪の年になるのでしょうか？カメムシが多い年は大雪になるとも言われますが、今年

の庄内はカメムシがたくさん発生しています。ウィンタースポーツ好きにとっては最高の？季節になりそ

うですね。 

 さて、いよいよ明日 11月 26日（土）は、「あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト in庄内町」の決

勝大会が開催されます。決勝大会に勝ち残ったお米の食べ比べもできます。また、「もっけだの お土産

アイデアコンテスト in庄内町」も同時開催されます。午前 10時から 11時 30分までの間、１次審査を通

過した 10点のお土産アイディアへの投票も受付しています。 

 今年はどんなお米が日本一に輝くのか？結果が楽しみですね。ぜひ会場にお越しください。 

 

+++++++++++ 

まちの話題 

+++++++++++ 

★日頃から心がけを！低炭素杯 2016受賞記念講演会★ 

 11月 13日、平成 28年度町民節電所の結果報告会とともに、低炭素杯 2016 受賞記念講演会「異常気象

と地球温暖化」が余目第四公民館で行われました。 

 

詳しくは⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20161113teitansokouen.html 

 

★響きわたるハーモニー 第 6回庄内町合唱祭★ 

11 月 13日、響ホールで第 6 回庄内町合唱祭が開催されました。庄内町合唱祭実行委員会が主催で、町

内外から 10団体が参加しました。 

 



詳しくは⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20161113gasyosai.html 

 

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

庄内町インフォメーション 

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

★レッツクッキング！絵本の中のおいしいクリスマス★ 

●日時／12 月 18 日（日） 午前 10 時から（12 時 30 分頃終了予定） 

●場所／余目第四公民館 

●対象／小学１年生以上の児童とその保護者 

●定員／15 組（定員になり次第締切） 

●講師／庄内町食生活改善推進員協議会 工藤むつ子氏 

●内容／クリスマスの絵本に出てくるサンタさんやツリーをモチーフにした料理を作ります。 

●メニュー／ 

 ☆デコ寿司 クリスマスツリーをつくろう！ 

  『おおきいツリーちいさいツリー』（ロバート バリー／さく,光吉 夏弥／やく） 

 ☆マッシュポテト de ミニサンタ 

『ちいさなサンタまちにいく』（アヌ ストーナー／文,ヘンリケ ウィルソン／絵） 

 ☆かぜにまけない！フワフワお星さまのスープ 

『かぜをひいたおほしさま』（おぼまこと／作・絵） 

 ※都合によりメニューを変更する場合があります。 

●参加費／１組あたり 500 円（当日集めます） 

※お子さんが２名以上の場合は、１名につき 200 円追加 

●持ち物／エプロン・三角巾・おてふき・持ち帰り用のタッパー 

●申込期間／11 月 29 日（火）から 12 月 11 日（日）まで（定員になり次第締切） 

※事前に食材を準備するため、12 月 15 日（木）以降にキャンセルされた場合は、参加料をお支払いいた

だきます。 

■問・申込み／町立図書館 0234-43-3039（月曜休館） 

 

★庄内町内藤秀因水彩画記念館・展示のお知らせ★ 

＜第 19回内藤秀因記念水彩画公募展入賞作品展＞ 

 内藤秀因記念水彩画公募展は今年で 19 回目を迎えました。小学生の部、中学生の部、一般の部の３部

門、応募総数 1,400点のうち、入賞作品 49点を展示いたします。ご家族でぜひご来館ください。 

＜特別展「つじのりこ 七宝焼の世界」＞ 

庄内町の出身・在住で、ファッションデザイナー、七宝作家、草木染め作家、ジュエリーデザイナーな

ど多彩な経歴をもつ、つじのりこ氏の七宝額絵および七宝ジュエリーを、コンクール受賞作品を中心に

20点展示します。 

 七宝額絵は、金属板の上に釉薬と呼ばれる色ガラスの粉を乗せて絵を描き、何度も重ね焼きをして完成

させます。つじ氏の作品には動植物をモチーフとしたものが多く、身近な自然の世界への温かな眼差しが

感じられます。また、透明感のある鮮やかな色彩は非常に印象的です。本展を通し、七宝焼の魅力を感じ

ていただけたら幸いです。※つじのりこ氏の「つじ」は十の右上に点と左下にしんにょう 



●開催期間／11月 26日（土）～12月 28日（水） 

●開館時間／午前９時～午後６時（土・日は午後５時まで） 

●休館日／月曜日・祝日 

●入館料／無料 

※記念館は町立図書館の併設施設です。図書館よりお入りください。 

■問合せ／町立図書館・内藤秀因水彩画記念館 0234-43-3039 

 

 

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

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！ 

◎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 

 

★チケット好評発売中！ 

◎ギターとピアノそして圧倒的歌声長谷川きよしコンサート ～心震える時～ 

 1969 年「別れのサンバ」でデビュー。比類なきギタースタイルと透明度の高い歌声で、今も精力的に

ライブ活動を続けている長谷川きよしが響ホールに登場。日本のワールドミュージックの先駆者として、

国籍も言語も超えた独自の世界感で幅広い年代を魅了します。 

●日時／１月 11日（水） 

●公演時間／開場 18：30 開演 19：00 

●チケット／全席指定一般 3,500円 ※当日 500円増（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、１２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 

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


