
 

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２０３号】★２０１７．１．２７ 

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 「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^^ 

 寒波による厳しい寒さが続いていましたが、今週末は少し和らぎそうです。でも冬はこれからが本番で

す。２月は落ち着いた天気であってほしいですね。 

来週２月３日は節分です。みなさんのご家庭では恵方巻を食べますか？数年前までは食べたこともなか

ったのに、近年コンビニやスーパーで売られるようになって、すっかり定着している家庭も多いのではな

いでしょうか？実はこの恵方巻、元々は大阪で節分に食べていた巻き寿司のことなんです。それを大手コ

ンビニエンスストアが「恵方巻」として全国で販売したのをきっかけに、色々なお店やメディアでも取り

扱われるようになったそうです。今となっては当たり前のことも、由来を調べて見ると面白いことを発見

できるかもしれませんね。 

さて、２月４日は、清川雪灯籠まつりが清川グラウンドで開催されます。このまつりは、平成 24 年度

に地元消防団が地域を盛り上げようと立ち上がり、はじまったもの。団員や子どもたちが手作りした大小

2,000 個の雪灯籠が、幻想的な雰囲気を作りだします。みなさんもぜひこの感動を味わってみてはいかが

ですか？ 

 

★清川雪灯籠まつり★ 

●日時／２月４日（土） 午後５時 30 分～午後７時 

    ※天候により変更の場合あり 

●会場／清川グラウンド（旧清川小学校） 

●入場料／無料 

■問合せ／清川公民館 0234-57-2211 

 

+++++++++++ 

まちの話題 

+++++++++++ 

★東北の奇祭「やや祭り」★ 



 1 月 15 日、千河原八幡神社で無病息災や身体堅固、安産を祈願するやや祭りが行われ、時折ふぶく天

候の中、社名旗持ちの若者１人を先頭に、５歳児から小学４年生までの男児７人が参加しました。 

 

詳しくは⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/290115yayamatsuri.html 

 

★東京で移住相談会が開催されました！★ 

1 月 21 日、東京交通会館 8 階にある認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター（東京都千代田区）を会

場に、やまがたハッピーライフカフェ「庄内へ Jump!!～夫婦で庄内のくらしとしごと語っちゃいます～」

が開催されました。 

このイベントは、庄内地域の各市町で構成される山形県庄内地域移住交流推進協議会が主催する首都圏

在住で庄内地域への UIJ ターンを考えている方を対象にした移住相談会です。 

 

詳しくは⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/170121happy-life.html 

 

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

庄内町インフォメーション 

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

★地域おこし協力隊と遊ぼう★ 

≪第１弾≫LaLaLa 紙芝居♪ 

●日時／１月 29 日（日）午前 10 時～正午 

●場所／立谷沢公民館２階和室 

●料金／無料 

※申込み不要 

≪第２弾≫わくわくスノーシュー体験 

●日時／２月５日（日）午前 10 時～12 時 30 分 

●場所／北月山荘周辺 

●料金／大学生以下 1,000 円 大人 1,500 円 

※申込みが必要です 

◆「地域おこし協力隊と遊ぼう」は、他にも第３弾として２月 19 日（日）に「初体験！ツマリアンボー

ル」、第４弾として２月 26 日（日）に「君に謎が解けるか？暴れ川からの脱出」が予定されています。詳

しくは facebook で「庄内町 地域おこし協力隊 本部」を検索！ 

■問・申込み／庄内町地域おこし協力隊 栗原 080-9636-4453 

 

★２０１７月の沢龍神冬まつり★ 

●日時／２月 18 日（土） 午前 10 時～午後８時 

●場所／月の沢温泉北月山荘敷地内 

●内容／巨大かまくら＆すべり台 無料開放 

    午前 10 時～    各種イベント参加者受付、砂防資料展、雪屋台スタート 

    午前 10 時 30 分～ 雪遊びイベント１、スノーモービル体験１（森森にて正午まで） 



    午後１時～     雪遊びイベント２、スノーモービル体験２（森森にて 16 時 00 分まで）、ス

ノートレッキング、イワナつかみどり＆塩焼き販売、アイスクリーム作り 

    午後４時 30 分～ 「ロッジで花火」トレッキングツアー 

    午後５時 45 分～ 夜の部スタート 

    午後６時～    雪上打上げ花火ショー 

    午後６時 30 分～ プロジェクションマッピング、かまくら Bar オープン 

■問合せ／商工観光課立川地域観光振興係（立川庁舎内） 0234-56-2213 

 

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

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！ 

◎山響とみんなで創る音楽会 in 庄内町＜共催自主事業＞ 

山形交響楽団と地元の学生や合唱団との共演で創り上げる音楽会です。合唱あり、吹奏楽ありの楽しい

ステージとなっております。是非ご来場下さい。 

●日時／３月 20 日（月・祝） 開場 14：15 開演 15：00 

●チケット／前売券（全席自由） 

 一般 1,100 円（当日券 1,300 円）高校生以下 500 円（当日券 700 円） 

●出演／ 

指 揮：工藤 俊幸 

管弦楽：山形交響楽団 

吹奏楽：余目中学校吹奏楽部、庄内総合高校吹奏楽部 

合 唱：あまるめ少年少女合唱団、コーラス・ポレポレコーラスひまわり、コーラス庄内 

■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、２月１０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！ 

------------------------------------------------------------------- 

 

※以前より連絡していましたが、次号から以下のとおりメールアドレスが変更となりますのでご承知おき

ください。 

 

現在のメールアドレス ⇒ （info@town.shonai.yamagata.jp） 

↓↓↓↓↓ 

新しいメールアドレス ⇒ （info@shonaitown.jp） 

 

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

□■ 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 

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


