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旅行企画・実施および申込先
㈱綜合旅行 アイツアーズ
前橋みなみ店︵群馬県知事
登録旅行業２ ︱１８５号︶
前橋市新堀町
カインズ
ホーム前橋みなみ店内
※お申し込みいただいた人に
は詳しい案内を郵送します︒

玉村山の会
山募集中

第
回公募登

総務省は︑伊勢崎市文化会
館で︑﹁一日合同行政相談
所﹂を開催します︒暮らしの
なかで困ったこと︑何か聞き
たいことなど︑小さなことか
らお気軽にご相談ください︒
日時
月 日︵月︶
午 後１ 時 〜４ 時 ま で ︵ 午 後
３時 分受付終了︶
会場 伊勢崎市文化会館︵伊
勢崎市昭和町３９１８︶
相談内容 ○登記︑税金︑労
働︑年金︑道路の維持・整
備 ○国の行政機関等の行
政 全 般に対 する苦 情︑意 見・
要望 ○相続問題等法律全
般に関する相談など
相談機関 法務省︑労働局︑
年金事務所︑土木事務所︑
伊勢崎市︑玉村町︑弁護士︑
税理士︑司法書士︑行政書
士︑不動産鑑定士︑土地家
屋調査士︑調停委員︑行政
相談委員など
相談方法 予約不要︑先着順︒
当日︑直接ご来場ください︒
※来場者が多数の場合︑相談
の人数制限となる場合もあ
ります︒
問い合わせ先 総務省群馬行
政監視行政相談センター
☎０ ２７
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内容を発信していきますので︑
ご愛好のほど宜しくお願いし
ます︒最後に︑FMたまむら
とインターネットで発信中の
ラジオ﹁玉村グルメかるたの
旅﹂では︑５つの食をかるた
形式で紹介しました︒今まで
紹介したのは︑ウナルーチェ
の石釜ピザ︑農事組合法人に
しきののセロリ︑学校給食で
提供される玉村カレー︑ばく
だん焼き本舗群馬玉村CCの
ばくだん氷︑飯玉屋の飯玉ソ
フトです︒ラジオブログも書
いていますので︑ぜひご覧く
ださい︒取材依頼も受け付け
ています︒今後は新しいミッ
ションにも挑戦していきます︒
応援よろしくお願いします︒

今月は「よってぎぃ板井」の紹介です。午後１時30分から４時まで、板井東部公民館で行われています。火曜日か
ら木曜日まで、曜日によって囲碁、将棋、カラオケ、
マージャン、輪投げ、スポーツ吹き矢等、様々な内容で楽しんでい
ます。また、第１・３月曜日には午前10時から正午まで板井中部公民館にて卓球、料理、手芸等を楽しんでいます。
時期に合わせてそうめん流しやこんにゃく作り、健康講座なども開催しています。

こんにちは︒玉村町地域お
こし協力隊の戸井田 裕希
︵といだ ゆうき︶です︒町
に引っ越してきて︑早くも ５
カ月が経ちました︒イベント
や行事などでは︑いつも温か
く受け入れていただき有難う
ございます︒
さて︑今回は５カ月間の振
り返りをします︒ツイッター
は︑４月９日に立ち上げ︑目
標のフォロワー１５００人を
達成しました︒１カ月に２０
０人ペースで増えた計算にな
ります︒これも皆さんのフォ
ローや口コミのおかげです︒
ツイッターは今後も引き続き︑
町の魅力や観光情報を発信し
ていきますので︑応援をよろ
しくお願いします︒まだ見た
ことがないという人は︑ぜひ
下のQRコードからご覧くだ
さい︒﹁玉村にこんなところが
あるんだ﹂と︑町の魅力を再
発見していただけるはずです︒
次に︑﹃広報たまむら﹄に
掲載していただいているこち
らのコーナー﹁地域おこし協
力隊のたまむらぐらし﹂は︑
５月から６回目の掲載となり
ました︒行事に顔を出すと
﹁広報に載ってる子だよね﹂
と言ってもらえるようになり
ました︒今後も︑地道に活動
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富士山と紅葉をセットで楽し
める名峰・大菩薩嶺の頂をめ
ざして！

30

その困りごと︑相談してみ
ませんか？

13

﹁たまむら六斎市﹂を開催
します
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大菩薩嶺は︑奥秩父山塊の
南に位置する日本百名山の一
つ︑標高２︐０５７ メートル
の大菩薩︒展望に恵まれ穏や
かな山稜が続き︑初心者にも
大変人気な登山スポットです︒
秋は色豊かな紅葉の風景が満
喫でき︑大菩薩峠からは富士
山をはじめ︑南アルプス︑乗
鞍岳︑八ヶ岳︑奥秩父の山々
の大展望がひらけ︑息をのむ
見事な景色です︒行程は︑標
高１︐６００メートルまでバ
スで行き︑穏やかな整備され
た 山 道 を ︑ 約４ 時 間 分 を か
けてゆっくり周回します︒下
山後は︑温泉につかり︑山の
疲れをいやしていただき︑午
後６時までに玉村町へもどり
ます︒
日時
月 日 ︵ 日 ︶ 午 前４
時 分集合 午前５時出発
参加費 ６︐８００円︵貸し
切りバス代・事務費など︶
申込締切
月 日︵土︶ま
で
募集定員
人
主催・問い合わせ先
玉村山の会 天田義乃利
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江戸時代に玉村宿で開かれ
ていた市の賑わいを復活する
イベントです︒玉村町の地域
活動をしている団体が連携し
て企画・実施します︒
食あり︑手作り小物の販売
あり︑笑いと歌と演奏があり
ます︒神楽殿では開運餅まき
あり︑電動バスの運行ありと
盛りだくさん︒秋の一日に楽
しい﹁たまむら六斎市﹂へお
出かけください︒
日時
月 日︵日︶
午前 時〜午後４時
場所 玉村八幡宮境内
催し物 キッチンカー／フー
ドテント／クラフト・ワー
クショップ／野点／ステー
ジ／開運餅まき／電動バス
運行
主催 たまむら六斎市実行委
員会
問い合わせ 玉村町住民活動
サポートセンター﹁ぱる﹂
☎︵ ︶７１５５

②ロコモティブシンドロー
ム予防講座
③いつまでも健康でいるた
めには！ 〜若返りとケ
ガ防止のための体操〜
日時 ① 月６日︵火︶︑②
月 日︵水︶︑③ 月
日︵木︶
全３回 午後１時〜３時
会場 ①安中公民館 講義室
②藤岡市総合学習センター
302室 ③富岡市生涯学
習センター 第1･2会議
室
講師 ①群馬医療福祉大学
清水 久二雄 助教
②群馬医療福祉大学
小島 俊文 教授
③群馬医療福祉大学
柴 ひとみ 准教授
対象者 県内在住・在勤で健
康寿命延伸に関心のある人
参加費 無料
定員 先着 人
申込期間
月 日︵金︶ま
で︵定員に満たない場合は
前日まで受け付けします︶
申込方法 電話・Fax・メ
ール︵氏名・住所・電話番
号・受講希望回︶
問い合わせ先 西部教育事務
所生涯学習係
５９６９
☎０２７︵３２２︶
０２７︵３２７︶
２４１４
11

10

45

10

30

28

10 50

メール
mayuzumi-n@pre
f.gunma.lg.jp

検索

玉村町地域おこし協力隊

ぐんま県民カレッジ﹁オー
プンキャンパス﹂大学等出
前講 座 参 加 者 募 集
群馬県教育委員会では︑ぐ
んま県民カレッジ大学等出前
講座を開催します︒
講座テーマ ﹁延ば そう！健
康寿命 〜今からはじめる
カラダいきいき講座〜﹂
①認知症予防のためのデュ
アルタスクやコグニサイ
ズ
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平成26年９月から始めて、平成29年度では一年間で１，６８８人
もの人が参加してくれました。その中でもカラオケの参加者が一番
多く、年間４９０人でした。歌が大好きでみんなと会えるのをいつも
楽しみに休まず参加しています。健康づくりと仲間づくりにカラオ
ケは最高です！ ぜひお出かけください。
「玉村グルメかるたの旅」
公式ブログ

公募登山・日光白根山
2017年10月

居場所参加の皆さんの声
玉村町地域おこし
協力隊公式Twitter
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