
 

 

 

 

 

◆ あまのがわコンサート            

 昨年大好評の「杉沢民謡会」を迎えてのステージ。

佐藤正一氏の津軽三味線の音色が能舞台に響き渡

ります。鳥海太鼓も初出演！勇壮な響きと渾身のバ

チさばきをお楽しみください。おつまみなど、売店

も出店します。 

日時 ７月６日（土）午後６時３０分～午後８時 

   （開場午後５時３０分） 

場所 松山城址館 多目的ホール 

出演 佐藤正一氏、杉沢民謡会、鳥海太鼓 

入場料（全席自由）前売券１，０００円 

         当日券１，２００円 

チケット販売所 松山城址館、松山文化伝承館、 

ヘアーショップ藤井、居酒屋 ぽん太、 

自家焙煎珈琲店 草木舎 

【問】 松山城址館内 NPO 法人まちづくり net 松山 

コンサート実行委員会 ℡６１－４８８５ 

◆ 松山文化伝承館展示・イベントのご案内  

期間 ６月２１日（金）～８月２５日（日） 

内容 「昔からの手仕事展 ～ずっと、となりに～」 

   刺し子やしな織り、槇島ほうき、印染めなど、 

   昔から庄内にある手仕事の歴史と今をわかり

やすく展示。 

ロビーでは、陶芸家・土田 英里子氏による

「おいしい器展」を開催。 

開館時間 午前９時～午後４時３０分 

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日） 

入館料 一般３６０円、高校・大学生２５０円 

    小中学生１００円（小中学生は土日無料） 

同時開催 真下慶治記念室「最上川Ⅰ」 

◆カップ作りワークショップ  

日時 ６月２３日（日）、７月２８日（日） 

午前１０時～午後３時（時間内随時受付） 

料金 ２，０００円（入館料別）／場所 館内ロビー 

◆ギャラリートーク「槇島ほうきの作り方と守り方」 

日時 ７月７日（日） 午前１０時～ 

講師 槇島ほうき手作りの会 会長 春日部市雄氏 

料金 無料（入館料別） 

【問】 松山文化伝承館 ℡６２－２６３２ 

 

 

 

 

 

◆ 記念講演会のお知らせ                

阿部次郎先生を偲ぶ会では平成３０年度に阿部

次郎文化賞を受賞された本間美術館長・田中章夫氏

をお招きし、下記のとおり講演会を開催します。 

お誘い合わせのうえおいでください。 

日時 ６月２９日（土） 午後２時～ 

場所 山寺コミュニティセンター ホール 

講師 本間美術館長 田中章夫氏 

テーマ「本間家と本間美術館のあゆみ」 

【問】 山寺コミュニティ振興会 ℡６２－２９３４ 

◆ 甲冑着付講座               

甲冑の正しい着付けと管理を学ぶワークショッ

プを開催します。松山の文化である甲冑の着付けを

学んでみませんか。 

日時 ７月１７日（水）  

午後１時３０分～午後３時３０分 

講師 荘内藩甲冑研究会理事 高橋弘氏 

場所 松山城址館 ／定員 １５人 ／費用 無料  

【申込】 ７月５日（金）まで 

松山総合支所地域振興課内 

松山の宝推進協議会 ℡６２－２６１１ 

◆ 夜の山寺「ツバキネ」散策と昆虫の森 

ホタル観察 

日時 ①６月２７日（木）  ②６月２８日（金）     

   午後８時受付 午後９時終了予定 

集合 山寺コミュニティセンター 

対象 ４０分程の夜間散策を行える方 

定員 各日１５人程度 

内容 粽田池（チマキダイケ 通称ツバキネ）付近

の散策とホタル観察を行います。 

実施 ホタル発生が確認できない時、強風時荒天時

は中止します。実施の可否については、当日午後５

時１５分までに、フェイスブック「松山の宝」で告

知します。 

費用 無料 ／申し込み 当日会場へ 

持ち物 懐中電灯、タオル、長袖長ズボン 

【問】 松山総合支所地域振興課内 

松山の宝推進協議会 ℡６２－２６１１ 

松山総合支所広報紙 
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1 (月) 交通安全早朝一斉街頭指導（各地区）午前７時３０分～
6 (土) あまのがわコンサート（松山城址館）午後７時～
7 (日) 第4７回酒田市市民体育祭（光ヶ丘陸上競技場）
14 (日) 消防団松山支団操法大会（多目的運動広場駐車場）
16 (火) 交通安全早朝一斉街頭指導（各地区）午前７時３０分～

17 (水)

松山いきいきくらぶ（健康福祉センター）午前１０時～
満福市（健康福祉センター）午前１１時～
あんしん相談・行政相談
（健康福祉センター相談室）午後１時３０分～
甲冑着付講座(松山城址館) 午後１時３０分～

19 (金) 献血（松嶺コミュニティセンター）午前９時３０分～
20 (土) 松山城址館寄席 二人会（松山城址館）午後６時～
29 (月) アメリカ青少年受け入れ交流 ～８月４日(日)

７月　松山地域カレンダー

◆ ２０１９ LIVE WORLD in 眺海の森    

白熱のアマチュアバンドコンテストに是非おいで

下さい！ 

日時 ６月２３日（日） 

午前１１時～ 

場所 松山城址館 

料金 入場無料 

【問】 松山総合支所建設産業課内 

眺海の森音楽祭実行委員会 ℡６２－２６１１ 

◆ 健康福祉フェアのお知らせ        

日時 ６月２９日(土) 午前１０時～午後１時  

場所 松山城址館 ／対象 どなたでも 

松山診療所・大山医師による講演会、ヘルシース

イーツ・さば缶ストロガノフの試食、介護予防品展

示、バザー、特産品プレゼントなど催しがあります。

※詳細は６／１号広報折込チラシをご覧ください。 

【問】 松山総合支所地域振興課 健康福祉係 

℡６２－２６１１ 

◆ 松山城址館寄席 

「桂米紫・月亭天使 二人会」 

 四代目桂米紫：俳優として舞台・映画等に多数 

出演。本業の落語では、ＮＨＫ新人演芸大賞をは 

じめ数々の受賞。軽快な爆笑ネタから人情噺まで、 

持ちネタも豊富。月亭天使：人間国宝・桂米朝、 

初の玄孫弟子として話題に。本格的な上方落語の 

世界をご堪能下さい。こう、ご期待!! 

日時 ７月２０日（土）午後６時開演 

   （開場午後５時３０分） 

場所 松山城址館 多目的ホール 

出演 桂米紫(かつら べいし)、 

月亭天使(つきてい てんし) 

木戸銭（全席自由） １，５００円 

チケット販売所 松山城址館、松山文化伝承館 

【問】 松山城址館 ℡６１－４８８５ 

＜健康・福祉の窓＞ 

今年度より松山診療

所の管理者の命を拝命

いたしました、大山みど

りと申します。 

松山診療所が現在の

週５日の体制となってちょうど１年が経過しま

した。地域の皆様方のかかりつけ医として、よ

りいっそうお力になれるよう気持ちを新たに

取り組んでまいりたいと思っておりますので、

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 さて新緑の季節となり、日増しに日差しが強

くなってきていますね。湿度が高く蒸し暑い日

も増えていますので、ぜひこれからの季節は食

中毒に十分ご注意いただきたいと思います。 

食中毒予防には①清潔（調理前の手洗い、生

の魚や貝類、肉類に触れた後も手を洗ってから

次の作業にうつりましょう）②迅速（速やかに

調理し、速やかに食べる）、③加熱または冷却

（中心部までよく火を通す、残った食材は速や

かに冷蔵庫へ）、以上の３原則が基本です。 

また夏の間は冷蔵庫で保存したものでも数

日経過していたら思い切って処分するほうが

安全です。十分な予防を行って、おいしく食べ

て、健康に過ごしましょう。何かありましたら

いつでも松山診療所へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

松山地区の世帯数・人口 

令和元年５月３１日現在 

世帯数：1,581世帯（前月比 -4） 

人 口：4,105人 （前月比 -21） 

男性 1,949人・女性  2,156人 

※５月号の訂正※４月３０日現在の世帯数 

誤 世帯数：1,575世帯(前月比-13) 

正 世帯数：1,585世帯(前月比 -3) 

＜松山診療所 休診のお知らせ＞ 

６月２７日 午後 医師不在の為休診 


