
 

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２２２号】★２０１７．１１．１０ 

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 「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 

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

 庄内町メルマガの管理人です^^ 

 カメムシが多い年は大雪になるともいわれますが、今年はカメムシがかなり多くいるように感じます。

先日、帰宅しようと車に乗ったら、車内にカメムシがいたときには驚きました。窓は締め切っているのに

どこから入ってきたのでしょうか・・・。今年はどんな冬になるのでしょうか。 

 さて、来週 18 日と 19 日はカートソレイユ最上川の町民無料開放デーです！町外在住の方も町民料金

で利用できるチャンス！この機会に、迫力満点のスポーツカートやレジャーカートを体験してみません

か？ 

 

★カートソレイユ最上川 町民無料開放デー★ 

 カートソレイユ最上川で、町民を対象にカートを無料開放します。二日間限りでの開催となりますので、

この機会にぜひ来場してみてはいかがですか。 

●日時／11 月 18 日（土）、19 日（日） 午前９時～午後４時 

●対象カート／スポーツカート、レジャーカート 

※利用時に、町内在住者であることを証明できるものを持参ください。各乗り物一人一回までのご利用と

なります。 

◆町外在住の方にも「秋のファン感謝デー」開催中 

 11 月中、お得な町民料金でご利用いただけます。（コース占用の場合を除きます） 

 ぜひ、この機会に友人や家族と一緒に、カートの魅力に触れてください。 

◆職場・仲間で楽しむならコースを貸切ろう 

 職場の親睦会や子供会行事などのイベントでは、ぜひ貸切（占用）でご利用ください。 

貸切の料金は次のとおりです。 

・スポーツカート（１台／１時間）10,000 円 

・レジャーカート（１台／１時間）5,000 円 

■問合せ／カートソレイユ最上川 0234-42-2282 

 



+++++++++++ 

まちの話題 

+++++++++++ 

★最上川・芭蕉しろうとハイク（俳句）国際選手権～最上川舟下りと日本遺産・出羽三山生まれかわりの

旅～★ 

10 月 28 日、最上川・芭蕉しろうとハイク（俳句）国際選手権～最上川舟下りと日本遺産・出羽三山生

まれかわりの旅～が開催されました。これは、NPO 法人元気・まちネットが企画・プロデュースし、最上

川・陸羽西線活性化委員会が主催する芭蕉の足跡を辿り俳句を詠むイベントで、地域の魅力を再発見し、

地域活性化を目指す取組みです。 

 

詳しくは⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20171028siroutohaiku.html 

 

★ちょい体験「立谷沢」第２回目～とって食べて粘りを実感♪「山の芋」収穫＆調理体験～★ 

 10 月 29 日、立谷沢地域の魅力の発信と山の芋を身近に感じてもらうため、元気な山・里そうぞう隊と

庄内町地域おこし協力隊、立谷沢公民館による、ちょい体験「立谷沢」の第 2回目が開催されました。 

 

詳しくは⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20171029tyoitaikentatiyazawa.html 

 

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

庄内町インフォメーション 

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

★秋のフラワーショー開催!!★ 

 花き生産者のみなさんが心を込めて育てた花の品評会が響ホールで行われます。ストックなどの季節

の花のほか、庄内町産花のフラワーアレンジメントも展示します。 

≪花の展示≫ 

●日時／11 月 24 日（金）午後１時 30 分～11 月 26 日（日）午後１時 

●場所／響ホール 

≪花の即売会≫ 

 展示した花をお買い得価格で販売します。大人気のため抽選販売になります。 

●日時／ 11 月 26 日（日）午後１時～（抽選受付け：午後０時 30 分） 

■問合せ／庄内町花き振興会事務局（農林課農産係）0234-42-0178 

 

★内藤秀因記念第 20 回水彩画公募展★ 

《入賞・入選作品展 第 20 回記念特別招待出品作品展》 

●期間／11 月９日（木）～11 月 18 日（土） 

    午前９時～午後９時 30 分 ※最終日は午後１時 30 分まで 

●場所／響ホール 

    一般の部：小ホール 

    小学生の部・中学生の部：２階町民ギャラリー 



《入賞作品展・第 20 回記念特別招待出品作品展》 

●期間／11 月 25 日（土）～12 月 28 日（木） 

    午前９時～午後６時 ※土日は午後５時まで 

●場所／内藤秀因水彩画記念館 

 今年で第 20 回目を迎え、記念としてこれまで一般の部において大賞を受賞されたみなさんからご協力

をいただき、特別招待出品作品展を作品展と同時開催します。 

■問合せ／社会教育課文化スポーツ推進係 0234-56-3312 

 

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

響ニュース（文化創造館 響ホールからのお知らせ） 

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

★11 月 12 日（日）午前 10 時よりチケット発売開始！ 

◎小野リサ シック・ボッサ・デュオ LISA ONO Chic Bossa Duo 

誰もがテレビやラジオで耳にしたことのある小野リサの歌声。夏のイメージの強いボサノバですが、冬

のボサノバも意外に合うんです。心も体もほっこりと温まるブラジルの風が響ホールに吹き渡ります。 

●期日／１月 14 日（日） 

●公演時間／開場 13：30 開演 14：00 

●チケット／全席指定一般 4,000 円 ※当日 500 円増（お一人様２枚まで） 

■問合せ／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、１１月２４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 

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


