
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２６１号】★２０１９．６．１４ 

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 「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^^ 

６月７日に、気象庁から山形県を含む東北地方南部の梅雨入りが発表されました。平年より５日早く、

昨年よりも３日早い梅雨入りとなりました。梅雨入りといえば、庄内ではもうすぐアジサイが花開いてく

る季節でしょうか。町内いたるところで見られる色鮮やかなアジサイ観賞を楽しみたいですね。 

 さて、６月 23 日に、タチラボを拠点に活動する３人の地域おこし協力隊がはじめて企画したイベント

「タチあべ」が行われます。田植えやかかし作りなどの体験のほか、立谷沢産の新鮮野菜や山菜を販売す

る軽トラ市も行われます。また、北月山荘でも、地域おこし協力隊が企画したイベント「北月山のトレッ

キングと山の恵み」と「北月山荘で健康づくり！”アシトレ”」、「青空キッチン」が行われます。どれも

趣向凝らしたイベントですので、ぜひご参加ください。 

 

★タチあべ－田んぼ編－★ 

●日時：6/23（日）9:00～12：00 

●場所：吉右衛門の田んぼ（旧立谷沢小学校付近） 

●内容：泥んこ遊び、田植え体験、バケツ稲づくり、かかしづくり、軽トラ市、立谷沢試食コーナー、は

たらく乗り物撮影、田んぼの写真展 など 

■問合せ：立谷沢川流域活性化センター 0234-43-8382 

 

★北月山のトレッキングと山の恵み（山菜料理教室）★ 

●日時：6/26（水）10:00～14:00 

●場所：北月山荘 

●定員：20 人 

●参加費：1,500 円（昼食代、ガイド料、保険料込み） 

●持ち物：動きやすい服装、長靴、軍手、エプロン 

■問・申込み：北月山荘 0234-59-2137 

 

★北月山荘で健康づくり！”アシトレ”★ 



●日時：6/28（金）11:00～12:00 

●場所：北月山荘 

●参加費：無料 

●講師：地域おこし協力隊 進藤和真氏 

■問合せ：地域おこし協力隊 竹嶋 080-3145-4743 

 

★青空キッチン★ 

●日時：6/29（土）10:00～15:00 

●場所：北月山荘 

●内容： 

（１）青空キッチン（11:00～13:00） 

（２）テント体験会 

（３）虫よけづくりワークショップ 

（４）絵本 DE 弾き語り LIVE 

（５）森ライブラリー 

（６）冒険読書会 

●参加費： 

（１）～（３） 

  親子ペア  2,000 円 

  大人    １人 1,500 円 

  中学生以下 １人 800 円 

  ※保険、食材、材料、指導料として 

  （４）～（６）は無料 

●定員：20 人 

※詳しくは町ホームページをご覧ください 

https://www.town.shonai.lg.jp/kanko/events/chiikiokoshi_events.html 

■問・申込み：地域おこし協力隊 竹嶋 080-3145-4743 

 

+++++++++++ 

まちの話題 

+++++++++++ 

★令和元年度庄内町春季消防演習★ 

5 月 26 日、消防団員の士気と町民に対する防火思想の高揚を図ることを目的に毎年実施されている、

春季消防演習が余目グラウンドで行われました。約 600 人の消防団員が参加し、小隊訓練、中隊訓練、小

型ポンプと自動車ポンプによる操法、分列行進が行われました。 

 

詳しくは⇒ 

https://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20190526shobo_enshu.html 

 

★庄総生がほうききびの苗を定植★ 

5 月 27 日、庄内総合高校の 3年生 28 人が、同校隣接の畑でほうききびの苗を定植しました。この日定



植したほうききびは、12 月に挑戦する槇島ほうき作りに向けて、今後水やりなどの管理を行います。 

 

詳しくは⇒ 

https://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20190527shoso_houkikibi.html 

 

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

庄内町インフォメーション 

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

★学芸員と巡る龍神の道立谷沢川探検ツアー★ 

 爽やかな初夏の季節、平成の名水百選“立谷沢川”流域を地元出身学芸員 渡部幸さんの案内で巡って

みませんか。 

 龍神供養塔が物語る信仰の歴史、日本登録有形文化財の砂防堰堤の成り立ち、砂金掘り体験など立谷沢

川の魅力と秘密に迫るインフラツアーです。ご参加お待ちしています。 

●日時：7/13（土）9:30～15:00 

●集合解散：道の駅しょうない 

●費用：2,500 円（バス代、昼食、見学体験料、保険料込） 

●定員：20 人(先着順) 

●申込締切：7/5（金） 

●行程：集合～満願寺・龍王殿～熊谷神社～玉川第六砂防堰堤～北月山荘（昼食）～六渕砂防堰堤～砂金

掘り体験～瀬場砂防堰堤～解散 

■問合せ：町観光協会 0234-42-2922 

 

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

響ニュース（文化創造館 響ホールからのお知らせ） 

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

★チケット好評販売中！ 

◎開館 20 周年記念事業 特別企画 

GinyuforcE によるヲタ芸/サイリウムダンス ワークショップ 

今回、開館 20 周年記念事業として「GinyuforcE」を招聘！世界大会も開催されるほどの人気となって

いるこの文化の第一人者であり、CM や情報番組、24 時間テレビでも取り上げられた「GinyuforcE」に直

接ヲタ芸をレクチャーしてもらえます！こんなチャンスは二度とないかも！ 

●期日：7/13（土） 

●公演時間：（１）10：30～12：00 

      （２）14：00～15：30 ※各回先着 70 人 

●チケット：1,000 円（お１人様２枚まで） 

      響ホールのみでの取扱いです。 

●会場：小ホール 

■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 

●文化創造館 響ホール 

 ホームページ ⇒ https://www.hibikihall.jp/ 

●風車市場 

 ホームページ ⇒ https://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（ブログ）」⇒ http://blog.goo.ne.jp/ryuiki 

●月の沢温泉 北月山荘 

ホームページ ⇒ https://kitagassanso.navishonai.jp/ 

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 ⇒ https://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 ⇒ 

      https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/bunka/bunkazai/kamehouse/kamehouse.html 

 Facebook ページ ⇒ https://www.facebook.com/亀ノ尾の里資料館-1831892753728092/ 

●清川歴史公園 

 ホームページ ⇒ https://kiyokawa-historicalpark.navishonai.jp/ 

 

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

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  ⇒ https://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！） 

 ⇒ https://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!! 

 ⇒ https://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!! 

 ⇒ https://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！ 

 庄内町立図書館ホームページ ⇒ https://www.town.shonai.lg.jp/library/ 

 

■まちに対するご意見・ご質問はこちらから！ 

 ⇒ https://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！  

⇒ https://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/mailmagazine/mailmagazine.html 

 

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

★次回の配信は、６月２８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 

■□■ 企画情報課情報発信係 TEL 0234-42-0157 

□■□■ URL: https://www.town.shonai.lg.jp/ 

■□■□■ E-mail : info@town.shonai.yamagata.jp 

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


