
 
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２１２号】★２０１７．６．９ 

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 「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^^ 

 先日の町民レク・運動会はあいにくの雨で、すべての学区地区公民館で中止となってしまいました。楽

しみにしていた子どもたちも多かったのではないでしょうか。非常に残念でしたが、来年は晴れてくれる

ことを祈っています。 

さて、昨日から余目ショッピングモールアピア駐車場で、あまるめ植木・金魚まつりが開催されていま

す。このまつりを彩る庄内金魚は、庄内町の篤農家だった阿部治郎兵衛氏が明治 7 年から研究を重ね、親

子三代にわたる研究・改良の結果生まれたものでその泳ぐ姿から振袖金魚とも呼ばれています。ほかにも

色とりどりの植木、季節の花々が勢ぞろい！また、土日には抽選会やバッテリーカーで遊ぶこともできま

す。ぜひお越しください！ 

 

+++++++++++ 

まちの話題 

+++++++++++ 

★庄総生が地元企業と交流会★ 

5 月 24 日、庄内総合高校の生徒と地元企業との交流会が同校で開催されました。この交流会は、高校

生が地元企業に対する理解を深めるとともに、働くことへの意識を高め、若者の地元定着を促進すること

を目的として、同校と庄内総合支庁、町が共催して開催したもので、同校の 2 年生 94 人と 3 年生 72 人

が地元企業 20 社と交流しました。 
 

詳しくは⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20170524syoso-kigyokoryu.html 

 

★第 1 回 ちょい体験「立谷沢」山の芋植え体験★ 

5 月 27 日、山の芋植え体験を通じて立谷沢川流域の魅力を町内外の方に発信するとともに、山の芋を

身近のものに感じてもらおうと、元気な山・里そうぞう隊と庄内町地域おこし協力隊が今年度はじめて開



催したもので、12 名が参加しました。 

 

詳しくは⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20170527choitaiken.html 

 

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

庄内町インフォメーション 

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

★12 日まで開催中！庄内の初夏を彩る 第 48 回あまるめ植木・金魚まつり★ 

●日時／６月８日（木）～12 日（月） 午前９時～午後７時 30 分（12 日は午後６時まで） 

●場所／余目ショッピングモールアピア駐車場 

●イベント情報／ 

10 日（土）、11 日（日） 

☆抽選会開催！！ 

植木または金魚のお店で 1,000 円以上お買い上げごとに豪華景品が当たる空くじなしの抽選券を配布

します!!（抽選会場：本部テント） 

☆【同時開催】カートソレイユ 上川のバッテリーカーがやってきます！ 

 会場／アピア東側駐車場 

 時間／午前 10 時～午後４時 

 ※雨天中止となります 

■問合せ／庄内町観光協会 0234-42-2922 

 

★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） 

●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 

 

★チケット好評発売中！ 

◎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２３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 

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


