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だだだよよよりりり    
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 

“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。 

 

 玉村町には、国内で唯一公的な食肉技術を学ぶ専門学校「全国食肉学校」が

あります。全国から食肉加工のスペシャリストを目指して、技術を学んでいる

人たちがいます。今回、このような貴重な学校を見学する機会をいただきまし

た。どのような授業が行なわれ、肉がどのように加工されるのか、見学します。

また、実際にウィンナーづくりも体験できます。 

 是非、ご参加ください。 

日時：平成 28年 5月 17日（火） 9：00～13：00 

場所：全国食肉学校（玉村町大字樋越 1794） 

対象：ぱる登録者限定 先着２０名 

参加費：１，０８０円（材料費）※税込み 

申込み：玉村町住民活動サポートセンターぱる 

国内唯一の公的食肉技術能力

開発学校「全国食肉学校」 

受付開始日 

４月１１日（月）より 

●学校の説明 

●施設見学 

●肉の勉強 

●ウィンナー作

り体験 

●試食会（パン・

サラダ付き） 

●基調講演「まちに眠る力と連携力」 

 桑原三郎氏（NPO法人「よろずや余の助」代表） 

●トークセッション 

日時：平成２８年４月１７日（日） 

   13：30～15：30 

会場：ふるハートホール 

 入場無料  

問合せ先： 

玉村町役場 経営企画課 TEL0270－64－7711 

◆よろずや余の助◆ 

太田市を拠点に、高校の同級生を中心としたシ

ニアによる経験豊富な専門業務に携わる会員が

地域の様々な問題解決と活力あるまちづくり活

動を展開している。 

コミュニティービジネス／よろず相談／歌声喫

茶／映画／学習／物販／空き家対策など 

●平成２７年度協働によるまちづくり提案事業報告 

 ・「昭和の玉村っ子」発行による時代伝承 

（「昭和の玉村っ子」刊行委員会） 

 ・ホームムービー上映会 

（ホームムービー上映会実行委員会） 
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 開催日・場所 タイトル 内  容 

【ぱる交流会】 

第 25回 
平成 27年 5月 12日 

ぱるミーティングスペース 

異分野連携交流会「つながりの

法則」 

ぱる登録団体・個人の住民活動と企業の社

会貢献活動との連携から協働によるまちづ

くりを考えました。 

●ぱる登録団体と地元企業との意見交換会 

●体験談「社会貢献活動について」 

サンデンフォレスト柴崎薫さん 

第 26回 
平成 27年 9月 8日 

ふるハートホール 

「いざという時に備えて覚えて

おきたいＡＥＤ講習会」 

【防災月間スペシャル】として企画。 

●知りたい道の駅「玉村宿」の災害時活用

法●ＡＥＤ講習会 ＡＥＤを使用した実践 

第 27回 
平成 28年 3月 6日 

ふるハートホール 
「第 2回ぱる祭り」 

ステージ発表、パネル展示、体験、販売、

キッチンカー飲食販売、電動バス試乗会。 

初の異分野連携による企業出展。 

【協力事業・番外事業】 

協力 平成 27年 4月 26日 
玉村八幡宮国魂神社社殿 

国登録有形文化財登録記念事業 

実行委員会の一員として、ぱる登録団体の

食ブース出店のとりまとめを担当。 

協力 

平成 27年 7月 25日 

玉村小学校低学年棟

前庭 

ふるさとまつり「たまたん広場」 

見て、体験して、楽しむお祭り広場。 

●ステージ●体験●販売●スタンプラリー

景品交換●ミニ列車 ほか 

協力 
平成 27年 11月 15日 

玉村町役場 
玉村町産業祭 

玉村町の一大イベントに出店。 

●ブラジル串焼き●玉こんにゃく●たまた

んグッズ販売。好評につき完売。 

番外 
平成 28年 2月 6日 

群馬県桐生市 

「ぱる研修交流バスツアー 

in桐生」 

まちづくりの先進地を視察。 

●（株）桐生再生、買場紗綾市・桐生天満

宮骨董市を見学●桐生市民活動推進センタ

ー「ゆい」の皆さんと意見交換会 

【異分野連携】 

 
平成 27年 5月 17日 

前橋市粕川町 

（株）サンデン 

サンデンフォレスト見学研修会 

自然環境を大切にし、環境学習にも力を入

れている企業の森を視察。その取組みを学

び、その後も異分野連携で交流しています。 

 
平成 27年 8月 22日 

角田病院駐車場 

医療法人樹心会角田病院 

角田病院「第 20回樹心祭」 

地域に密着した角田病院が毎年開催してい

る納涼祭に出店しました。 

 

平成 27年 9月 5日 

岩倉自然公園水辺の

森にぎわい広場 

大塚食品（株）群馬工場 

「MIZUTAMA フラフェス」 

町内にある大塚食品（株）群馬工場より協

賛品として、健康飲料の商品を提供してい

ただきました。 

 

平成 27年 10月 24日 

岩倉自然公園水辺の

森 

桐生信用金庫玉村支店 

岩倉水辺の森清掃活動 

桐生信用金庫玉村支店と岩倉自然公園水辺

の森を愛する会が協力して、森の枯れ木を

集め、ウッドチップにしました。 

 
平成 27年 11月 8日 

ケアコム群馬工場内 

（株）ケアコム 

「ケアコム群馬工場祭」 

ナースコールシェア日本一を誇り、製造・

販売をしている企業の創業 25 周年祭にぱ

るの登録団体が協力し、お祝いしました。 

●工場見学●ステージ●模擬店など 
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開催日・場所 タイトル 内  容 

【ぱる支援事業】 

平成 27年 6月７日 
「ぱるフラフェスティバル

＋たまたん誕生会」 

玉村町内で活動をしているフラとウクレレのステージ。

同時に玉村町マスコットキャラクターのたまたんの誕生

会を行いました。主催：フラフェスティバル実行委員会 

平成 27年 10月 31日 

伊藤丈雄ひとりミュージカ

ル「幕末の夢～志に生きる

男達～」 

秋の日光例幣使道ライブとして井田酒造店酒蔵を活用し

て開催。同日県立女子大芸術プログラム「ハロウィン・

ライブ」とのコラボ企画。主催：アクティブシニア玉村 

平成 28年 2月 20日 
「たまむら食の探検クッキ

ング」 

玉村町産の野菜で、おいしい食事を作りましょう！をキ

ャッチフレーズに野菜の収穫体験と料理の試食をするシ

リーズの第 1弾。今回の野菜は“春菊”でした。 

主催：たまむら食の探検隊 

【岩倉自然公園水辺の森プロジェクト】 

平成 27年 5月 6日 「和のつどい」 
新緑が美しい水辺の森で、尺八・琴の演奏を聴きながら

野点を楽しむ会を行いました。 

平成 27年 8月 2日 「水玉こどもの森まつり」 

夏休みの一日を自然豊かな水辺の森で、楽しく遊ぼう！

という恒例の水辺の森イベント。 

●自然の中で思い切り遊ぼう！●作って遊ぼう！ネイチ

ャークラフト●いやしの森林浴でのんびりリラックス●

こども活躍コーナー！体験やスイカ割りにチャレンジ！ 

平成 27年 9月 5日 「MIZUTAMAフラフェス」 

町内外からフラの愛好家が参加し、青い空と緑の芝生、

そよぐ風を感じながら楽しみました。 

●フラ・タヒチアンダンス●ウクレレ&たまたん●たま

むらグルメコート 

平成 27年 10月 18日 
「MIZUTAMA Festa！ 

～Eerth Care～」 

地球を大切にすること。身近な自然環境を考えることか

ら始めようと音楽を通してアピール。 

●ミュージック&ダンス●ワークショップ●フードショ

ップ 

平成 27年 11月 12日 植生調査 
ぐんま緑のインタープリター協会と岩倉自然公園内の樹

木調査。34種類の植生を確認 

平成 27年 11月 29日 

「秋を楽しむフォレスト・

ウォーキング&クリーン作

戦」 

紅葉の秋を歩きながら楽しむ会を開催しました。 

●インストラクラーによる歩き方の指導●ウォーキング

コースを歩く●森の中のゴミ拾い。 

平成 28年 1月 30日 「自然野鳥観察会」 

2 回目となる野鳥観察。前日に降った雪の影響もなく、

24種類の鳥を見つけることができました。玉村町は、「渡

り鳥の駅」になっています。 

平成 28年 2月 13日 樹木名プレート取付け 
植生調査により判明した木に樹木名プレートを取り付け

ました。今後も随時取付ける予定です。 

※支援事業：実行委員会をぱるがサポートして行う事業 
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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。 

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 

 

子育て中のお母さん、お父さん 

おばあちゃん、おじいちゃん 

お子さま連れの方でも大歓迎！ 

 

❤アドバイザーによる勉強会 

❤ワークショップ 

❤個人相談会 

平成２８年４月３０日（土）１２：００～１５：３０  

       ５月 １日（日） ９：００～１６：００  

道の駅 玉村宿 特設ステージ 

県内外のフラ、タヒチダンス愛好家が玉村町道の駅「玉村

宿」に集結！華やかなフラダンスで玉村町を南国にします。 

自慢のグルメも勢揃い。ハワイアンショップもあります。 

オープニングの錦野太鼓 

異分野連携のケアコム 

来場者でにぎわう会場 

会場全員で合唱 

 3月 6日（日）ふるハートホールにおいて、「第 2回ぱ

る祭り」が開催されました。ぱるに登録する 13団体、3

個人と異分野連携４団体、協働提案事業１団体、協力企

業４社の参加により、ステージ発表やパネル活動紹介、

ものづくりの体験や販売などが盛大に行われました。野

外でもオープニングの太鼓演奏や電動バスの試乗会、キ

ッチンカーによるフードコートなどが揃い、大勢の来場

者でにぎわいました。 

初めての来場者からは「知りませんでした、いろいろ

な団体があるんですね。」という声が聞かれ、地域に知

らせるよい機会になりました。また、参加者からは「ほ

かの団体さんと話しができて楽しかったです。」という

感想が寄せられ、にぎやかに交流の輪が広がったぱる祭

りでした。 電動バスで街中を試乗 玉村木工倶楽部の展示販売 

主催：たまむらルアウ実行委員会 


