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２７２号】★２０１９．１１．２２
■ ========================================================
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
「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
++++++++++++++++++
こんにちは、庄内町メルマガの管理人です^^
鳥海山も月山もだいぶ雪で覆われ、平地でも時折雪が降るようになりました。車のタイヤ交換や樹木の
雪囲いなど、冬への準備は万端ですか？
さて、来週 30 日（土）は、第 13 回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト in 庄内町の決勝大会が
開催されます。食味計を使わず、実際に食べた人の舌で審査し、日本一を決定するコンテストで、全国か
らも注目されています。今年は、464 点の出品があり、予選審査員による審査の結果、メジャー部門 15
点、プレミアム部門 15 点、高校生部門 6 点が決勝大会に進出しました。当日は、お米の試食コーナーを
はじめ、郷土料理の試食、お酒の飲み比べなども行われ、出品者以外の方も楽しめる内容となっています
ので、ぜひお越しください。
+++++++++++
まちの話題
+++++++++++
★余目保育園とすくすく保育園の園児たちがりんご狩り★
11 月 13 日、余目保育園とすくすく保育園の 3 歳児約 90 人が、株式会社グローバルマシーンの敷地内
でりんご狩りを楽しみました。
詳しくは⇒
https://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20191113ringo_tsumitori.html
★高品質な花の品評会 秋のフラワーショー★
11 月 15 日～17 日に、秋のフラワーショーが響ホールで開催されました。ストックを中心に切り花 57
点、鉢物 14 点のほか、女性生産者によるフラワーアレンジメント 21 点が出品され、来場者たちはズラリ
と並んだ色とりどりの花々を楽しんでいました。
詳しくは⇒

https://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20191115-17flower-show.html
++++++++++++++++++++
庄内町インフォメーション
++++++++++++++++++++
★第 13 回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト in 庄内町 決勝大会★
つや姫やはえぬき、コシヒカリ等のおいしい米のルーツである「亀ノ尾」
「森多早生」発祥の地として、
消費者の求める安全安心でおいしい米づくりを全国に情報発信するコンテストです。全国の自慢の米 464
点を全国の予選審査員が実際に食べ比べ、高い評価を得た各部門上位の米計 36 点が決勝大会に登場。農
業関係機関や食味のプロ、つや姫レディ、一般公募による決勝審査員の実食審査により、
「日本一おいし
い米」が決定します。会場では、郷土料理などの試食のほか、
「亀ノ尾」
「森多早生」の試食やこれらの米
を使用した酒の飲み比べ、出品米のおにぎり食べ比べなどもあります。ぜひお越しください。
●日時：11/30（土）10:00～15:30
●場所：JA 庄内たがわ新余目支所
●内容：・決勝審査（メジャー部門、プレミアム部門及び高校生部門）
・試食コーナー（亀ノ尾、森多早生、出品米おにぎり ほか）
・特産品物販コーナー ほか
★同時開催：庄内町消費生活町民大会（郷土料理試食）
酒の飲み比べ～地元酒蔵と幻の米「イ号」の日本酒コラボ～
■問合せ：あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト実行委員会事務局（農林課農産係）0234-42-0169
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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！
◎綾戸智恵 DO JAZZ LIVE
綾戸智恵がついに初登場！綾戸ワールドをぜひご堪能ください。
●期日：11/27（水）
●公演時間：開場 18：00 開演 18：30
●チケット：全席自由 一般 5,000 円
※当日は 500 円増し（お 1 人様２枚まで）
■問合せ：響ホール 0234-45-1433
★チケット好評販売中！
◎町民参加型創造企画 響ホール開館 20 周年特別企画
多くのいのちを救った～佐藤幸徳中将物語～「インパールの空のもと」
2012 年公演の「お蓮」に続き開館 20 周年記念として今回は「佐藤幸徳中将」を舞台化。
「劇団響」に
よる完全新規書き下ろしにて上演します。
●期日：12/6（金）12/7（土）
●公演時間：＜6 日＞ 開場 18：00 開演 18：30
＜7 日＞ 開場 13：00 開演 13：30

●チケット：全席自由 一般 1,000 円
※当日は 500 円増し（お１人様２枚まで）
■問合せ：響ホール 0234-45-1433
★チケット好評販売中！
◎驚くべき超絶技巧、聴衆を虜にするクラシック界の異才！
ケマル・ゲキチ ピアノコンサート
●期日：1/19（日）
●公演時間：開場 13：30 開演 14：00
●チケット：全席自由 一般 2,000 円
※当日は 500 円増し
■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
☆NEW！庄内町公式 LINE（友だち追加）⇒ http://nav.cx/4vgTmZi
※庄内町公式 LINE では、主に町外・県外にお住まいの方向けに配信しています。
●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、１２月１３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
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

