
 
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２１１号】★２０１７．５．２６ 

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 「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 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^^ 

 24 日に「花いっぱい・さわやかあいさつ運動」として立川地域の幼稚園、保育園、小学校、中学校、

公民館、地域住民が一緒に、県道 345 号線～立川中学校までの町道沿いの花壇に花苗を植栽しました。今

年度はこの通りにニックネームをつけようと立川地域の保育園、幼稚園、小学校に募集したところ、100

人以上から応募があり、立川風来風流通り（たちかわからふるどおり）と命名されました。 

また、本日 26 日は、花のまちづくり事業の一環として町内の各団体に花苗が配布されています。 
これからの季節、町内の道路沿いにはベゴニアやマリーゴールドなど、色とりどりの花々が咲き誇りま

す。花のまち庄内町をお楽しみください。 
さて、6 月 4 日は町民レク・運動会が開催されます。7 つの公民館区で住民が一丸となって競い合う１

年に１回の大イベントです。小さなお子さんからお年寄りまで地域住民が一堂に会する貴重なイベントで

すので、ぜひ会場に行って一緒に盛り上がりましょう！また、怪我のないように準備運動をしっかりと行

い、熱中症対策として水分補給をこまめに行うなど心がけましょう！ 

 

+++++++++++ 

まちの話題 

+++++++++++ 

★庄内町新産業創造館クラッセ 3 周年記念イベント！★ 

5 月 14 日、「庄内町新産業会館クラッセ 3 周年記念イベント」が行われ、「亀じいの玉手箱」のお披露

目会や「あまるめ駅前マルシェ」のオープニングセレモニーが行われました。「あまるめ駅前マルシェ」

は 5 月から 11 月までの第 2、4 日曜日に行われます。 
 

詳しくは⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20170514-kurasse3syuunenn.html 

 

★日本遺産 いにしえの羽黒古道 春の芽吹きトレッキング★ 



第 1 回「庄内町の小さな旅」が開催され、県内外から総勢 28 名が参加しました。これは、昨年度日本

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⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20170514tiisana-tabi.html 

 

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

庄内町インフォメーション 

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

★エコキャンドル作り★ 

使用済みの天ぷら油は捨てればただのゴミ、再利用したエコキャンドルは人の心も明るく照らします。

一緒にエコキャンドルを作ってみませんか？ 

●日時／６月 11 日（日） 午前９時～正午 

●場所／風車村（ウィンドーム立川）  

●定員／20 名程度 

●参加費／無料 

●申込期限／６月７日（水） 

■問・申込み／商工観光課新エネルギー係 0234-56-3360 

 

★第２回 月山龍神マラソン参加者募集！～名水百選・歴史の里・味覚マラソン～★ 

日本百名山の「月山」、平成の名水百選「立谷沢川流域」の自然を満喫し、名水の恵みを受けた「日本

一おいしい米の里」庄内の秋の味覚を楽しんでもらいながら、地域住民との触れ合いを大切にしたマラソ

ン大会を実施し、ランナーも地元の方も一緒に喜んで楽しんでいただけるマラソン大会を目指します。 

●開催日時／10 月８日（日）（雨天決行）  

●開催地／清川グラウンド（旧清川関所跡） 

●参加定員／1,000 人（定員になり次第、申込みを締め切ります） 

◆早期申込特典／５月 31 日（水）までに申込みされた方（参加料納入済）に「つや姫・ブナ水のご飯炊

きセット」 プレゼント！（先着 300 名） 

●ゲストランナー／世界陸上セビリア大会女子マラソン銀メダリスト 市橋有里氏 

 ＊ランナーとしての 10km コース走行、抽選会イベント等参加  

●駐車場／東興野の 上川河川敷 900 台 ※当日は、シャトルバスを運行します。 

◆ボランティアスタッフ募集／マラソン運営にスタッフとしてお手伝いいただける方、募集します。 

※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=152253&div=1） 

イーマラソン（http://gassan-m.com/） 

スポナビ Do（https://dosports.yahoo-net.jp/events/70037） 

●申込方法／ 

【郵便振替】大会パンフレット添付の払込取扱票に必要事項を記入し、お近くの郵便局で参加料を添えて

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（木）まで 

■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） 

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

★チケット好評発売中！ 

◎ジャミン・ゼブ スペシャルコンサート 

●期日／６月 24 日（土） 

●公演時間／会場 18:00 開演 18:30 

●チケット／全席自由一般 3,000 円（当日 500 円増し） 

■問合せ／響ホール 0234-45-1433 

 

★６月４日（日）10 時～チケット発売開始！ 

◎恒例！真夏のひびき寄席 柳家花緑×立川談笑二人会 

毎年ご好評をいただいているこの企画、真夏の夜にひびき寄席で夕涼みはいかがでしょう。 

新たなことに挑戦し続ける二人をお見逃しなく。 

●期日／８月８日（火） 

●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 長のカートコース「カートソレイユ 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、６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 

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


