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令和４年度 健康まつり・食育まつり について 
 
はつらつ玉村 21（第 2 次）に基づき、健康情報の発信や計測・相談の実施により、町民が健康で長生きできる
ことを目的に、産業祭と共に毎年健康まつり・食育まつりを実施してきました。最近では新型コロナウイルス
の感染拡大の影響もあり、令和２年は中止、令和３年はＷＥＢ上での開催として実施してまいりましたが、今
年度は産業祭の開催に合わせ、保健センターにてパネル展・血管年齢測定の実施を行います。 
 
日  時 ： 令和 4年 11 月 20 日（日） 9：00～12：00  
 
場  所 ： 玉村町保健センター 1階 
 
内  容 ： ①パネル展 
        入口すぐの受付にて、キーワード記入用紙・鉛筆を配布します。 
        はつらつ玉村 21 の 6 項目に合わせて 6つのブースを作成、それぞれに 1文字ずつキーワード 

を掲示します。 
 （1）生活習慣病・がん 
 （2）たばこ・アルコール 
 （3）身体活動・運動 
 （4）こころの健康 
 （5）歯・口の健康 
 （6）栄養・食生活（食育まつり部分） 
出口にて、キーワードを記入した回答用紙を景品（たまたんオリジナルリングノート、健康 
おやつ、麦ストロー等）と交換します。 
 
 ※健康おやつは玉村町食生活改善推進協議会協力のもと、「卵・乳・小麦不使用の 

だれでもおいしく健康に」をテーマに作成。 
 ※麦ストローは、玉村町産の大麦を使用し、学校給食センター、小中学校、 

生涯福祉センターの協力のもと製作された、自然素材を生かした共同による持続可能な 
アイテムとなっています。 

 
②血管年齢測定の実施（定員 45 人） 
整理券配布  9：00～9：30 
受付時間   9：30～11：45（15分おきに 5 人ずつの測定） 

         測定実施時間 9：30～12：00 
         ※出口にて、食生活改善推進員が塩分に関するリーフレットを配布します。 

令和４年度 健康まつり・食育まつりについて 
  令和４年度 玉村産農産物消費拡大事業について 



 
 
令和４年度玉村産農産物消費拡大事業 

  ～シールを集めて「たまたんグッズ」をGETしよう!～  について 
 
町の食育推進については「はつらつ玉村２１（第２次）- 健康増進計画・食育推進計画 -」に基づいて取り組
んでおり、計画の周知と玉村産農産物の消費拡大のための食育推進イベントを下記のとおり開催いたします。 

 
 
日  時 ： 令和４年 11 月 1 日（火）～ 令和 4 年 12 月 28 日（水） 

 
内  容 ：  町内飲食店と小売店と連携した、玉村産農産物の消費拡大事業 

 
   町内産農産物を販売しているお店で購入していただいた方、町内産農産物を使った 

料理を提供している飲食店に来店した方にシールを配布し、期間内に１０枚以上集めた 
方に、たまたんグッズをプレゼントいたします。 

         
        ・シールの配布場所 
         からかーぜ玉村店、道の駅「玉村宿」等、昨年度協力いただいた店舗を中心に 
         依頼し、その他配布可能な飲食店や小売店を公募いたしました。 
 

・たまたんグッズ交換所 
         玉村町保健センター、子育て支援センター、児童館と協力いただける小売店等 
 

≪シールについて≫ 
  貼ってはがせるタイプのシールで、オリジナルデザインのものを使用予定 
   

1,000 円以上の農産物の場合は２枚配布、飲食店では１人２枚配布を想定しています。 
  学校給食センターでは町内産野菜の使用量が多いため、学校給食を食べている児童生徒 
 には、１枚ずつチラシと一緒に配布します。 
 
≪たまたんグッズについて≫ 
  オリジナルデザインのもので数種類ずつ作成。 

        10 枚コース…ポストカード３枚セット、クリアファイル ２種類 
        30 枚コース…たまたん健康カレンダー、ランチボックス 
        ※在庫状況によってご希望の景品がない場合や、景品の内容が変更になる場合があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 
【健康福祉課 健康管理係】 

Tel: 0270-64-7706  E-mail：hoken＠town.tamamura.lg.jp  



令和４年度
健康まつり・食育まつり

令和４年１１月２０日（日）

９：００～１２：００
玉村町保健センター

①健康・食育パネル展～展示を見て、プレゼントをGETしよう～
会場内に設置してある健康や食に関する展示をみてキーワードを集めましょう。

用紙にキーワードを記入して提出すると、「健康おやつ」と「たまたんオリジナル

リングノート」をプレゼントします。（先着200人）

この機会にパネルを見て健康について考えてみませんか？

玉村町保健センター TEL：0270-64-7706

②血管年齢測定会 協賛：群馬ヤクルト株式会社（先着45人）
血管年齢の測定を実施します。来場者にはプレゼントも！

※午前９時～整理券の配布を開始し、測定は午前９時３０分～順次ご案内します。

野菜の種まき体験 ※中学生以下のお子さん限定
ＥＣＯポットを使って、野菜を育ててみませんか？（先着60人）

種まきしたポットはお持ち帰りできます。



シールを集めて「たまたんグッズ」をGETしよう！

令和4年度玉村産農産物消費拡大事業

シールを集めて「たまたんグッズ」をGETしよう！

令和4年度玉村産農産物消費拡大事業

期間：令和4年11月1日～12月28日

シールを集めて

【参加方法】
①玉村町産の農産物を取り扱っている販売店、
飲食店でシールをGET!

↓
②シールを10枚以上集めて交換所へ行くと
「たまたんグッズ」と交換できます！

「たまたんグッズ」をGETしよう！

主催：玉村町食育推進委員会

令和4年度玉村産農産物消費拡大事業

※景品は10枚コース、30枚コースで数種類！景品がなくなり次第終了となります。

≪交換所一覧≫
玉村町保健センター、子育て支援センター、西児童館、
南児童館、中央児童館、上陽児童館、からか～ぜたまむら店、

道の駅「玉村宿」、べじたぶるKitchenイロドリ

①からか～ぜたまむら店
下新田208-1
TEL 65-2968
営業時間9:30-18:00
(毎月第１火曜休)

10枚コース 30枚コース

※交換所の在庫状況等でご希望の景品がない場合があります。また、
告知なくグッズが変更になる場合があります。ご了承ください。交換できる「たまたんグッズ」

・ポストカード3枚セット
・クリアファイル

（２種類から選べる！）

このシールを
集めてね！

【対象店舗】

②道の駅「玉村宿」
上新田604-1
TEL 27-6688
営業時間9:30-19:00
(毎月第３水曜休)

③Tama亭（道の駅「玉村宿」内）
上新田604-1
TEL 27-6688
営業時間9:30-19:00
(毎月第３水曜休)

④とりせん玉村店
上飯島280
TEL 64-6306
営業時間9:00-21:45

⑤フレッセイ玉村店
福島78-6
TEL 64-0222
営業時間9:00-22:00
(地場産野菜コーナー)

⑥かねた農園
下新田557
TEL 090-9310-5211
営業時間9:30-17:30
（毎週月曜休）

⑦Café Dhyana
上飯島243-1 1階
TEL 080-3825-7042
営業時間11:30-15:00

（毎週月・金曜休,土日不定休）

⑧たまむらとうふ
藤川91-1
TEL 64-5102
営業時間10:00-18:00

⑨べじたぶるkitchenイロドリ
板井832-6
TEL 75-2676
営業時間 (毎週月曜休)

11:30-14:30(LO14:00)

17:00-21:30(LO20:30)

・たまたん
健康カレンダー

・ランチボックス

交換所

交換所

交換所

⑩かれぇ工房
福島42-1
TEL 64-3881
営業時間 (毎週火曜休)
11:30-14:30
17:30-20:30

※ランチボックスの色は青・ピンク・黄・緑の４色があり、
在庫状況によりご希望の色がお渡しできない場合があります。

⑪Fresh Berry
斎田55
TEL 080-9151-1515
営業時間 (毎週火曜休)
10:00～17:00
※12月3日オープン予定

※クリアファイルとポストカードは一部
デザインが重複となります。
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【シール添付欄】応募コース 10枚コース× 口、30枚コース× 口

（↓アンケートにご協力ください）※あてはまるところに○をつけてください。

住所：玉村町内・その他( ) 性別：男性 ・ 女性

年代：～10歳未満・ 10代・ 20代・
30代・ 40代・50代・ 60代・
70代・ 80代以上

交換回数： 初めて
2回目以降（ 回目）
※コースに関わらず合計回数
で記入してください。

ご意見やご感想をご自由にご記入ください。

～♪

やったね！


	資料3【健康福祉課】記者会見資料様式（健康まつり・食育まつり、玉村産農産物消費拡大事業）
	資料3【健康福祉課】記者会見資料様式（健康まつり・食育まつり）チラシ
	資料3【健康福祉課】記者会見資料様式（玉村産農産物消費拡大事業）チラシ

