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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

令和元年

2019 年（令和元年）7 月発行

“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。

８月２７日（火）

１３：３０～１５：３０
ふるハートホール
協力：玉村町役場環境安全課消防防災係
地震や洪水などさまざまな災害は、どこでも起こりうる出来事です。災害時で大事なのは、自分の身は
自分で守り、自分の地域は自分たちで守らなければならないということです。災害という不測の事態に備
え、各地で活躍する防災士から具体的なお話を聞きます。また、実際に東日本大震災の時に原発の近くに
居住し、被災した方の体験談を伺い、防災について考えます。

令和元年９月２７日（金）
１３：３０～１５：３０
ふるハートホール
入場無料
平成 21 年（2009 年）に玉村町住民活動推進
センターとして誕生した「ぱる」は、今年で
10 周年を迎えました。それを記念して 10 年間
のあゆみをたどります。また、ぱるの登録団体
の活動や連携している企業の事例なども紹介
します。
みなさん、お気軽にご参加ください。

※おでかけポイント対象イベント

◆玉村町住民活動サポートセンターぱる
１０年間のあゆみ
◆ぱる登録団体と企業連携の事例紹介
●玉村町混声合唱団 CORO ぴあちぇ－れ
●公益社団法人 全国食肉学校

◆お楽しみ みんなで歌おう！
●演奏：星野 直子さん
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日時： 令和元年７月２８日（日）

１７：００～２１：００
場所： 斎田上之手線上 玉村小学校西側付近
主催：玉村町ふるさとまつり実行委員会 事務局：玉村町役場経済産業課 ☎0270-65-7144

今年のふるさとまつりは、イベント会場を斎田上之手
線の路上に移して開催されます。玉村町内外で活躍して
いる団体が出演し、和太鼓、吹奏楽、軽音楽、バトント
ワリング、ダンスなどの演奏や演技が楽しめます。夜は、
ナイトフラタイムで群馬県立女子大学フラアロハダンス
サークルなどがステージを盛り上げます。
今年は、このイベントの運営を玉村町住民活動サポー
トセンターぱるが担当します。

夏まつりと言えば、むかし盛んに行われていた盆踊り。
今年、その盆踊りがふるさとまつりに復活します。
「玉村
音頭」や「たまむら囃子」などおなじみの盆踊りに加え、
誰でも参加しやすい「ダンシングヒーロー」などを『BON
ダンス』として取り入れた住民参加型の盆踊りを踊りま
す。盆踊りは玉村町文化協会の協力で行われ、
『BON ダ
ンス』はダンススクールと群馬県立女子大学錦野祭実行
委員会のみなさんがリード役として、踊りに参加してく
れます。
みんなで踊りの輪に入り、一緒に盛り上がりましょう！

【ステージ】
●オープニング：和太鼓和組
●群馬県立女子大学吹奏楽部
●クレインバトンスタジオ
●群馬県立玉村高校軽音楽部
●TONN DANCE SCHOOL
●群馬県立女子大学アロハダンスサークルほか

【BON ダンス】
♪U．S．A
♪ダンシングヒーロー
♪パプリカ

【盆踊り】
♪たまむら囃子

♪だんべえ踊り

♪玉村音頭

♪八木節音頭

♪サンバタマムラ

※上記のイベントは都合により変更することがあります。

■写真展
日時：令和元年７月２７日（土）13:00～18:00
２８日（日）13:00～17:00
「たまむら大正館」（愛称）

場所：赤煉瓦倉庫
■玉村宿スタンプラリー
日時：令和元年 7 月 28 日（日）13：30～15：30
★６つのスタンプがそろったら

かき氷をプレゼント

毎年、ふるさとまつりに合わせて赤煉瓦倉
庫実験活用を行っているまちづくり玉村塾
は、例幣使道玉村宿の表街道沿いと裏通りを
撮影した写真展を開催します。いつも見慣れ
た街並みや風景を景観の観点から写真にし
た作品が並びます。また、28 日にはスタン
プラリーも実施します。
問合せ先 生涯学習課文化財係
☎0270－30－6180
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７月２１日（日）
９：００～１３：００
全国食肉学校

●対象：小学４年生～中学３年生の児童・生徒
※保護者の同伴をお願いします。
★持参するもの：エプロン、三角巾
●申込み・問い合わせ先
玉村町住民サポートセンターぱる
☎0270-65-7155
●申込期間：７月３日（水）～１2 日（金）
※定員になり次第締め切り

★肉の勉強
★肉の加工体験
・とんかつ用カット
・焼肉用カット
・ウィンナー作り

★試食会

さあ、出かけよう！
町内のイベントに参加し、多くに人たちと交流し
て地域のつながりを作りましょう。
≪集め方≫専用の用紙に掲載されているイベントに
参加してスタンプを集める。
≪景品の交換≫ 交換場所：役場企画課（2 階）
★3 個たまったら「たまたんクリアファイル」と交換
★6 個たまったら「たまたん缶バッチ」と交換
★6 個以上たまった人は抽選会に参加できます。
≪抽選会≫『第 6 回ぱる祭り』（3 月 1 日開催）にて
●おでかけポイントの用紙は、ぱるにもあります。
問合せ：玉村町役場企画課 ☎0270－64－7711
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＊ポイントがもらえるぱる関連のイベント＊
月

日

8月

4日

イベント名
親子で楽しむコンサート

24 日

角田病院樹心祭

27 日

第 37 回ぱる交流会

9月

27 日

ぱる 10 周年記念事業

10 月

日

ケアコム農園祭

日

たまむら六斎市

日

岩倉水辺の森クリーン作戦

11 月

24 日
2月

日

3月

1日

岩倉水辺の森フォレストウォーキング

麦踏み合戦
第 6 回ぱる祭り（抽選会）

（ぱる登録者限定）

醸造元玉村本店

志賀高原山の駅

旧志賀高原ロープウェイ

志賀高原歴史記念館

6 月 7 日にぱる登録者と関係者の総勢 30 名が参加し、友好交流都市として提携を結んだ長野県山ノ内
町を訪れました。山ノ内町は志賀高原の自然と渋温泉や湯田中温泉などの温泉郷がある観光の町です。
山ノ内町役場の方から友好交流都市と観光事業の取組みについて説明して頂いた後、初代当主が玉村町
で酒造りの修行をしたという醸造元玉村本店を見学しました。また、雨で志賀高原では琵琶池の散策がで
きませんでしたが、自然保護センターと国策で建てられた旧志賀高原ホテルの志賀高原歴史記念館を見学
することができました。
あいにくの雨でしたが、雨ならではの貴重な研修と楽しい交流をもつことができました。
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日時：令和元年８月４日（日）
９：００～１２：００
場所：岩倉自然公園水辺の森エリア
（玉村町角渕

岩倉橋下）

☆雨天の場合は、できることを「ふるハートホール」でやります
★ツリークライミング
★ツリーブランコ
★せせらぎ川遊び
★水鉄砲

水辺の森を愛する会

清掃活動協力者募集中！

★森の健康体操
★スイカ割り
★生き物さがし
★お絵描きコーナー

★木工工作
★紙とんぼ工作
★しの笛作り
★ネイチャーゲーム

毎月第２土曜日 8：00～9：00（4 月～12 月）
9：00～10：00（1 月～3 月）
定期的に公園内の草刈りやゴミ拾いなどの清掃活動を行って
います。当日参加も大歓迎です。
問合せ先 ぱる☎0270- 65-7155

場所
講師

第１回

「芭蕉と故郷」
7 月 25 日（木）19：00～21：00
第 2 回 「自分史として読む芭蕉文学」
8 月 1 日（木）19：00～21：00

玉村町文化センター視聴覚室
安保 博史教授
（群馬県立女子大学文学部）
対象 第 2 の人生をどのように生きるか、考え
ている方
定員 50 人程度（事前申し込み不要）
入場無料
主催 アクティブシニア玉村
後援 玉村町・玉村町教育委員会
問合せ 原 幹夫
☎0270-64-6272
加賀美 宏 ☎0270-65-2437

玉村町住民活動サポートセンターぱる

８月 １日（木）
５日（月）
１３：００～１５：００
（１回３０分）
持ち物なし

ふるハートホール

ふだん着でどうぞ！

受講料:全２回 1,000 円

グループや親子での

申し込み・問い合せ

参加も可能です。

はじめてのお琴の会

手ぶらでＯＫ！

☎0270-64-6204

小川梨枝

〒370－1132
群馬県佐波郡玉村町大字下新田 208-4
TEL／FAX 0270-65-7155
H
P : http://www.kyoudou-tamamura.org/
Ｅ-mail : pal@kyoudou-tamamura.org
【事務所】開業時間
月～金曜日 9：00～17：00
土曜日 9：00～12：00
休業日 日曜日・祝祭日・年末年始
【ミーティングスペース・和室の利用】
開館時間 9：00～21：30
休館日
年末年始
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