
 

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２３３号】★２０１８．４．１３ 

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 「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^^今年度も引き続きメールマガジンを担当することとなりました。1年間、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 八幡公園の桜の花が少しずつ開き始めてきました。いよいよ春到来です。残念ながら土日は雨が降りそ

うですが、来週にはきれいな桜を鑑賞できそうです。 

 さて、21 日（土）～22 日（日）は庄内町の春の一大イベント、楯山公園桜まつりが開催されます。毎

年大人気のにしんと庄内豚のあぶり焼きのほか、21 日の夕方からは新たな試みとして、みなさんから募

集したメッセージカードで作ったたくさんの桜灯篭が点灯します。ぼんぼりとイルミネーションに桜灯

篭が加わって、楯山公園はさらに幻想的な空間になることでしょう。来週末は楯山公園にぜひお越しくだ

さい。 

 

+++++++++++ 

まちの話題 

+++++++++++ 

★「春の交通安全県民運動」出発式・告知パレード★ 

4 月 6 日、役場西庁舎小ホールで「春の交通安全県民運動の出発式」が町内交通安全関係団体等、約 120

名の参加のもと行われました。関係団体の代表者の交通安全宣言の後、パレード車両が出発し、交通安全

の啓発が行われました。 

 

詳しくは⇒ 

https://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20180406harunokoutuuannzenn.html 

 

★楯山公園クリーン作戦★ 

4 月 8 日、楯山公園でクリーン作戦が行われました。地域の方々を中心に約 40 名が参加し、4月 21 日、

22 日開催の楯山公園桜まつりに向けて、公園内の落ち葉や枝を拾う作業を行いました。 

 



詳しくは⇒ 

http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/20180408tateyamakouenkuri-

nsakusen.html 

 

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

庄内町インフォメーション 

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

★魅力発見！まち歩き 春散歩～余目の史跡と桜で気分上々～★ 

旅人の気持ちで、いつもの町を歩いてみませんか？余目の史跡の側にたたずむ桜を愛で、時代を経ても

変わらない春の訪れを感じながらまち歩きを楽しみます。「JR 駅からハイキング」と連携したコースです。 

【スペシャルディ】 

●日時／４月 19 日（木） 午前 10 時 30 分～午後０時 30 分 

●集合／新産業創造館クラッセ 午前 10 時 20 分 

●内容／いつでもコース＋ハナブサ醤油観桜会鑑賞 

●特典／観光ガイドによる説明と記念バッジ進呈 

【いつでもコース】 

●期間／４月 13 日（金）～ 26 日（木） 

●受付／新産業創造館クラッセ 

    午前９時～午後２時 

●内容／コースマップを手に各人で「まち歩き」 

●特典／いとこ煮試食と記念バッジ進呈 

●コース／ クラッセ観光窓口⇒余目八幡神社・公園⇒表町天満神社⇒興野白山神社⇒繁利屋（外観のみ）

⇒ハナブサ醤油（土日/定休日）⇒内藤秀因水彩画記念館（月/休館）⇒朝丸山八幡神社⇒クラッセ観光窓

口（神社仏閣は境内の散策） 

※参加料無料、走行距離５km、約２時間のコース。 

※雨具・水分もお持ちください。 

■問合せ／庄内町観光協会 0234-42-2922 

 

★第 30 回楯山公園桜まつり★ 

●日時／４月 21 日（土）・22 日（日）午前 11 時～午後４時 

●場所／楯山公園 

●日程／21 日（土） 9:00～ 第 30 回庄内グラウンド・ゴルフ交流会 

          16:00～ 桜灯篭点灯 

    22 日（日） 10:00～ 第 31 回庄内カラオケ大会 

          12:15～ 立川小学校金管バンド演奏 

          ☆立谷沢川のおはなし～見て!ふれて!学ぼう 土砂災害～ 

◇両日開催！ 

 11:00～16:00 にしんあぶり焼き、庄内豚あぶり焼き販売 

☆４月７日（土）～５月６日（日）18:00～22:00 イルミネーション点灯 

■問合せ／庄内町観光協会 0234-42-2922 

 



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

響ニュース（文化創造館 響ホールからのお知らせ） 

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

★申込受付中！5月 11 日（金）必着です！ 

◎自衛隊ふれあいコンサート Vol.14 陸上自衛隊第６音楽隊 演奏会 

●期日／6月 17 日（日） 

●公演時間／開場：午後１時 15 分 開演：午後 2時 

●入場料／無料（全席自由）※要入場整理券 

●往復はがき記載内容／ 

【返信用】表面：ご自分の（１）郵便番号、（２）住所、（３）氏名 

     裏面：主催者が抽選結果を記載しますので何も記入しないでください。 

【往信用】表面：〒999-7781 東田川郡庄内町余目字仲谷地 280 

        庄内町文化創造館 自衛隊ふれあいコンサート 宛 

     裏面：ご自分の（１）郵便番号、（２）住所、（３）氏名（ふりがな）、（４）電話番号、（５）

年齢、（６）性別、（７）希望枚数（２枚の場合）同伴者名 

※未就学のお子様の入場はご遠慮ください 

・申込みは往復はがきのみ有効。（１人１枚まで。重複応募は無効。） 

・はがき１枚につき、２名分までの入場券に申込みできます。 （同伴者名未記入の場合は１名分とみな

します） 

・申込み多数の場合は抽選。 

・抽選結果は申込みいただいた往復はがきに結果を記載し、演奏会の２週間前までに返送します。 

・電話等での抽選結果の問合せにはお答えできません。 

■問・応募先／響ホール 0234-45-1433 

〒999-7781 庄内町余目字仲谷地 280 

 

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

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/亀ノ尾の里資料館-1831892753728092/ 

 

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

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、４月２７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 

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


