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国道 354 号線のように
人と人 を結ぶ場所に な
りたいと願いを込めて
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“一般社団法人たまむら住民活動支援センター”は、
玉村町から住民活動サポート業務を受託しています。

キッズからシニアまで楽しめる作品販売と手作り体験

ぱるクラフト市 （境内）

0

★玉村木工倶楽部（木工作品）
★クラフトバンド（クラフトバンド作品）
★クリサンセマム（アクセサリー小物）

◆クラフト販売
◆キッチンカー
◆お笑い＆アイドルライブ
◆開運餅まき（当たり付き）
たまたんも来るよ！

電動バスも走るよ

主催：たまむら六斎市実行委員会
後援：玉村町、玉村町教育委員会ほか

会場は災害に関心のある方々が 120 人も
集まり、熱心に話を聞いていました。

★Ｒｅｉ（アクセサリー、小物）
★たんぽぽ（手芸品、雑貨）
★JOY クラフト（スイーツデコ体験、小物）
★手作りおもちゃ（しの笛、どんぐりコマ作り体験）
★手作り甲冑愛好会（甲冑試着＆撮影）

9 月 5 日(火)、
「カスリーン台風から 70 年 もし、利根川が集中豪雨で
増水したら！」と題し、カスリーン台風の被害状況を教訓にした水害の怖
さや災害時の対応など、防災月間にちなんだ内容の交流会を行いました。
生涯学習課文化財係中島係長から、過去の玉村町であった浅間山の噴火
やカスリーン台風被害、河川の氾濫による災害など事例を紹介していただ
きました。玉村消防署矢内副署長からは、新潟であった川の決壊による水
害のドキュメント映像を見ながら、いかに災害時には住民の自主的行動が
大切かを解説していただきました。
来場者の方から、玉村町での水害を想定した場合、どこが危険なのか、
どう行動すればよいのかなどの質問が出され、町の災害対策や避難などに
ついて具体的な情報を求めていることが分かりました。
住民の切実な声として行政に届けるとともに、次回の防災シリーズに活
かしていきたいと思います。
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地域社会貢献活動
をしている桐生信用
金 庫 ( 玉 村支 店 他) と
岩倉自然公園水辺の
森を愛する会による
合同環境整備活動が
行われます。一般の方
の参加も大歓迎です。
ゴミや枯れ枝を拾い、きれいに！
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インストラクター
による歩き方教室の
後、しょうびん沼や紅
葉回廊、松林など岩倉
自然公園内の散策コ
ースを歩きます。美し
い秋を楽しみながら
歩いてみませんか？

１３：００開演 全自由席５００円
※入場料はすべて義援金となります
主催：東日本大震災復興支援コンサート実行委員会
共催：玉村町、玉村町教育委員会

紅葉の中をウォーキング

♪コーラス・アンダンテ（昭和村）
♪コーロ・レガーロ（山ノ内町）
♪ハンドベル「チャーム・リンガーズ」
♪玉村町混声合唱団 CORO ぴあちぇーれ
♪アンサンブル・Ｒｉｃｃａ
♪ソプラノ野崎由美
♪バリトン猿谷友規
♪群馬県立前橋東高校吹奏楽部

ガイドたまむらの会では、勉強会を重ねて見識を深めています。また、町内外から
のガイド依頼に応じて町内を案内し、玉村町を訪れた多くの方々に喜ばれています。
エレンズバーグの学生たちをｶﾞｲﾄﾞ

今までの活動状況
・話し方セミナー・教室開催
・栃木市視察研修
・エレンズバーグ学生おもてなし
・かかあ天下フォーラム研修
・勉強会（六丁目屋台蔵・井田家・
歴史資料館・五料宿）
・
「たまむら歌留多大会」協力

今後の予定
・群馬歴史散歩の会ガイド
・生涯学習課「たまには★たまむら旅
キッズ」企画・ガイド
・常陸太田市視察研修ガイド
・みどり市視察研修
・勉強会及び随時ガイドの依頼に対応

栃木市視察研修

※ガイドたまむらの会は平成 29 年度玉村町協働によるまちづくり提案事業で活動しています。
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今春の農業祭の様子

（株）ケアコム工場で秋
の収穫祭が行われます。
みんなで春に植え付けた
サツマイモを掘って味わ
います。ぱるではウクレ
レ、フラダンス、電動バ
スなどで収穫祭を盛り上
げます。ぜひ、ご参加を！
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昨年販売した「ベーコンサン
ド」は大好評！
昼頃には売れ切れるほど！

昨年に引き続き、焼
き立てのジューシーな
厚切りベーコンをパン
に挟んだ「ベーコンサ
ンド」を販売します。
ベーコンは、ドイツ
のコンテストで金賞を
受賞したほどのおいし
さ！売り切れ必至の一
品です。是非ご賞味く
ださい。

【運行予定】
10 月 7 日（土）
11：00～14：00 道の駅「玉村宿」周辺
10 月 15 日（日）
10：00～12：00 文化センターまつり
13：00～15：30 たまむら六斎市
10 月 28 日（土）
11：00～14：00 道の駅「玉村宿」周辺
10 月 29 日（日）
10：30～12：30 秋の農業祭㏌ケアコム
たまたんと電動バス

こどもの森まつりで水辺の森を走る

梱包材のクラフトバンドを使
い、かごやバックを作っていま
す。どなたでも楽しく参加でき
ます。世界に 1 つだけのオ
リジナル作品が作れます。
作ってみたい方は、ぱるま
でご連絡ください。
問合せ先：ぱる
TEL/FAX 0270-65-7155

玉村町の農産物の魅力を伝えようと、町内の農家
やボランティアで結成された「たまむら食の探検隊」
では、収穫体験をしたあと、その野菜を使った料理
の試食会をしています。
12 月は“ブロッコリー”の予定です。

日時：平成 29 年 12 月 3 日（日）
10：00～13：00
問合せ先：ぱる

TEL/FAX 0270-65-7155
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10 月 23 日（月）より受付

昨年に引き続き、11 月 29 日「いい肉の日」に合わせて全国食肉学校での施設見学とウィンナー作り体
験会を開催します。普段見られない学校の見学やウィンナー作りを通して肉についての理解を深めること
ができ、手作りしたウィンナーも試食することができます。ぜひ、ご参加ください。
●ウィンナー作り体験
●学校の説明と施設見学
●肉の勉強
●試食
◆DLG（ﾄﾞｲﾂ国際品質協議会）金賞受賞
の手作りベーコンの販売（予約制）
ウィンナー作り体験

肉の勉強

申込み・問合せ先： ぱる TEL/FAX 0270-65-7155
共催：公益社団法人全国食肉学校／玉村町住民活動サポートセンターぱる

第２回玉村町に住む外国人による

日本語発表会
日

時：平成２９年１０月２２日（日）

時

間：１０：３０～１４：００

場

所：玉村町勤労者センター

主

催：玉村町国際交流協会

内

容：★ズンバを踊ろう！
★第 1 部

発表会

★第 2 部

発表会

藤岡緑野カントリークラブにある能舞台を
使った合同交流会を予定しています。
＊入場無料＊

☆体験（民族衣装、書道）コーナー
☆コーヒー＆クッキーコーナー
☆フリマコーナー

など
緑野カントリークラブの能舞台

活動の紹介やイベントの告知、会員の募集など
ぱるの広報誌に掲載します。詳しくは、ぱるのス
タッフにご相談ください。ご意見、ご要望等もあ
りましたらお寄せください。

発 行：一般社団法人 たまむら住民活動支援センター
問合せ：玉村町住民活動サポートセンターぱる
〒３７０－１１３２ 玉村町下新田２０８番地４
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０２７０－６５－７１５５
H
P : http://www.kyoudou-tamamura.org/
Ｅ-mail : pal@kyoudou-tamamura.org
フェイスブック:http://www.facebook.com/routekikosi2

