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子どもや女性に対して、下半身の露出や声掛け・付きまとい等をする不審者
が多発しています。被害の時間帯や場所は限定できるものではありませんが、
下校中のお子さんや、夜間に一人で通行している女性が多く被害にあっています
ので、注意してください。
■保護者の皆さんはお子さんに次の指導をお願いします。
①人目のないところは一人で通らない ②携帯電話や防犯ブザーを手にする
③危険を感じたら大声で助けを求める ④近くの店や家に助けを求める

町の職員や金融機関の行員などにな
りすまし「医療費の還付金がある」など
と連絡し、お金やキャッシュカードをだ
まし取る電話がかかってきています。詐
欺の被害にあわないために、在宅時でも
留守番電話の設定をするなど、犯人と話
をしない対策を取ってください。

パソコン基礎習得講座︵エ
クセルコース基礎︶受講生
募集案内
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玉村町﹁はつらつ健康教室﹂
に参加しませんか
この教室は足腰が弱くなり︑
生活に不安がある人を対象に
した運動や栄養︑お口の話な
どを行う楽しい健康教室です︒
対象者
○足腰が弱くなり生活に不
安のある人
○介護保険の要支援認定を
お 持 ち の 人 ︵ 要 支 援１ ・
２︶
会場 にしきの園 新館１階
多目的ホール
日 程 平 成 年１ 月 日 ・
日 ︑２ 月７ 日 ・ 日 ・
日・ 日︑３月７日
全７回
※全て木曜日
時間 午後１時〜３時
定員
人位︵定員になり次
第︑締め切らせていただき
ます︶
内容 運動︑レクリエーショ
ン︑歯科講座︑栄養講座な
ど
お申し込み 玉村町地域包括
支援センターにしきの園
☎︵ ︶６６６６
28

ミニバレーで関東大会出場
この度︑玉村ミニバレーボ
ールクラブは第 回県小学生
総体・第 回県スポーツ少年
団秋季交流大会において優勝
しました︒群馬県代表として︑
月 日︑ 日山梨県で行わ
れる関東大会への出場を決め
ました︒
チームの人数が減ってきて︑
現在女子８名男子１名で練習
し て い ま す ︒ 中 学 生 も１ 名 練
習に参加しています︒
これからも続けてまいりた
いと思いますので︑多くの皆
さんの入部をお待ちしていま
す︒

﹂を開催しま
Café

誰でも参加できる楽しい茶
話会です︒語り合い︑つなが
る！ 広がる！ 豊かな生き
方！
退職後や老後を豊かに生き
ている先輩方のお話も聞けま
す︒お気軽にお越しください︒

﹁ぱる
す

11

日 時 平 成 年１ 月 日
︵金︶
午後１時 分〜３時 分
場所 ふるハートホール
参加費 無料
※どなたでも参加できます︒
締め切り １月 日︵金︶
申し込み先 玉村町住民活動
サポートセンター﹁ぱる﹂
☎︵ ︶7155

今月は「ふれあいの居場所 いってみる」の紹介です。毎週水曜日の午前10
時から12時までと、毎月第３土曜日の午後１時から３時まで、手芸や囲碁、将
棋、麻雀等を楽しんでいます。季節の催しや、健康講座をすることもあります。
男性が多いのも魅力です。
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などで雇ってもらえるように
努力しなくてはなりません︒
皆さんにお伝えしたいこと
は︑私は︑これからは観光で
経済効果を得るという実績を
あげていく活動に絞っていき
たいということです︒上手く
行くかはわかりませんが︑そ
れが活動後の起業や雇用に繋
がり︑それが皆様への福祉サ
ービスへ繋がると考えていま
す︒これからは皆様に協力隊
の導入目的についてご理解を
いただき︑本当の意味で皆様
のためになれるよう活動して
いきたいと思っています︒引
き続き応援を宜しくお願いし
ます︒

検索

玉村町地域おこし協力隊
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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︒今
回は︑自分の役割について改
めてお話したくてこの記事を
書かせていただきました︒
半年の活動を終え︑実に多
種多様な仕事の依頼を受けて
きました︒1年目なので︑観
光分野からの地域おこしとい
う本来の役割よりも︑町の方
との交流を大事に活動をして
きました︒しかし︑﹁地域お
こし協力隊﹂という名前が悪
いのか︑自分が依頼を断らな
かったからか︑﹁便利屋みた
いだね︒﹂とか﹁イベントの
発信ばっかりだよね︒﹂と言
われ︑﹁結局何を目指してる
の？﹂と周りから言われてい
るのが現状です︒そこで︑自
らの役割をもう一度クリアに
して伝える必要があると考え
ました︒
私は協力隊の活動後︑群馬
県の観光案内を生業にしてい
くために活動をしています︒
直接お客様に魅力を伝え︑役
立てることに生きがいを感じ
るからです︒町に住み続ける
ためには︑観光分野での雇用
がないので自分でそのポジシ
ョンを立ち上げなければなり
ません︒または︑近隣の観光
協会や道の駅︑ホテル︑旅館

「ふれあい」の楽しみが共感でき、「心」を大
切にした楽しい場だと感じてもらえるような居
場所を目指しています。近所の方と自然に挨拶
し、嬉しかったことや困ったことなど情報を共
有できる環境づくりに努めていますので、ぜひ
ご参加ください！
「玉村グルメかるたの旅」
公式ブログ
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参加者の皆さんの声
玉村町地域おこし
協力隊公式Twitter
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本講座では簡単な計算︑表
の作り方︑グラフの作成など
を中心にエクセルの基礎的な
スキルを身につけることがで
きます︒パソコンが初めての
人︑求職中の人︑シニアの人
にもおすすめの講座です︒
開講日時 平成 年１月９日
〜３月 日 毎週水曜日
︵全 回︶
午前９時 分〜 時 分
会場 職業支援センターいせ
さき２階 情報処理科室
受講料 ３︐０００円︵別途
テキスト代２︐１６０円︶
申込期間
月５ 日︵水︶〜
日︵金︶午前９時〜午後
５時まで
※土・日曜日は除く
申し込み先 伊勢崎佐波高等
職業訓練校︵伊勢崎市宮子
町１２１１番地１︶
☎︵ ︶７５６８
︵ ︶６１８８
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