石垣や苔むす砦秋の城

長崎忌すべて見ていた石だたみ

ですが、ルールを守っていない人が

▼問合先 役場安全安心課Ｇ

尾髙
慶子

富夫

金婚や動けるうちは米作り
髪型の粋な母子の神輿かな
夏休み雲のみ動く運動場

ー５

広

広

大塚

初代
中繁貴美子

典子

斉藤真紀子
金子

里智

情報板

○イベント
多々良沼一周自然観察
ウオーキング
午前９時〜正午

月 日㊏（小雨決行）

多々良沼周辺

▼期日
▼時間
多々良沼公園ボランティア

▼会場
▼集合場所
センター（館林市松沼町）

館林商工高校「翔光祭」
日㊏

午前

分

県立館林商工高校（明和町）

究発表や工夫を凝らした模擬店など

時〜午後３時

▼時間

月

▼会場
商業と工業の特色を活かした研

▼期日

▼内容

―４７

▼その他 創立 周年を記念した粗品を
差し上げます（数量限定）
▼問合先 県立館林商工高校Ｇ
３１

月

日㊏

館林三の丸南面駐車場

午前９時

分（午後４時解

東洋大学＆渡良瀬遊水地見学
親子バスツアー
▼期日
▼集合時間

野鳥や植物を観察しながら一周

６㎞の園路をウオーキングする
散予定）

▼内容
▼参加費 無料
▼集合場所

組

人（応募者多数の場合抽

参加者全員の郵便番号、住

話番号を書いて、はがき・ファクス・メー

所、名前（ふりがな）
、年齢（学年）、電

▼申込方法

キャンパス

▼見学先 渡良瀬遊水地、東洋大学板倉

▼参加費 無料

選）

▼定員

※小中学生のみの参加はできません。

１人）

小中学生とその保護者（保護者は１家庭

邑楽郡・館林市・太田市在住の

▼対象

当日、集合場所で申し込む

▼申込方法
―４３

※受付は午前８時 分から。

むら

▼問合先 県館林土木事務所Ｇ
５５

日㊊（文化の日）

中野小学校体育館

月

第７回邑の映画会
▼期日
▼会場
分〜・アニメーション映画

▼プログラム
午後０時
「リュミエール最初の映画」（フランス・

ルでのいずれかで申し込む

E-mail
lg.jp

持田 静江
曽我 公子
沼田とし子
遠藤 博道
とみ

茂木いく子

宮﨑トヨ子

島田 初美

相澤 ヒサ

山﨑 静子

菅谷千枝子

橋本 俊幸

板橋 浩子

潮

日㊌（必着）

―７８５８
tategyou@pref.gunma.

）Ｇ ―４４１５Ｃ

月

▼申込締切

※後日、参加決定通知を送付します。

申込」とお書きください。

※メールの場合は、件名に「バスツアー

（フランス）
、「シュッ・シュッ」（カナダ）、

分・劇映画

かねと

「裸の島」
（新藤兼人監督作品）

（〒 ３７ ４― ００ ２９館林市仲町

▼申込・問合先 県館林行政県税事務所

―００１０

テレビより納涼気分いただいて隅田の花火川面に映える
早朝に草を取ろうと庭に立つ曙紅に無風の枝葉
庭先の白つめ草は抜かずおく遠きふるさとの野の思い出に
戦死せし父を語るに畝俵取り朝露払う姿見たると
十余年たゆまず励み書の道に錬士の賞を今日戴きぬ
知り人の子息と問えば孫と言う浦島太郎の帰りし如く
せみしぐれ長年過ごした地中から生まれてはかない真夏の恋唄
千年の眠りに覚めし蓮の花問うてみたきに古代のことを

―

２００円）、子ども
（高校生以下）３００円

Ｇ

（加藤）
▼問合先 邑の映画会実行委員会

※幼児は無料です。

▼入場料 大 人 １ 、０ ０ ０ 円（ 当 日 １ 、

午後３時〜４時

「夢想の森」
（主演・映画監督 小栗康平）

午後２時〜・ドキュメンタリー映画

「砂の城」（カナダ）
、
「鬼」（日本）

１８９５年世界初の映画）、「月世界旅行」

30

いるのも事実です。これからも町と
地域が一体となって美しい町づくり

犬のふんで困っています
０１８

を目指していきたいものです。

気持ちよく散歩したいです
誌上匿名希望

犬のふんの始末、まだまだ拾わな
い人がたくさんいますね。どうした
らいいものやら……。
【役場安全安心課より】
年に「ごみのポイ捨て及

福島
亨

母思い祖母思いつゝ盆用意

今井

30

ご意見ありがとうございます。町

早川
文子

北上の川面はみ出す大花火

船生三江子
静子

22

では平成

村上

房江

駆け込みて窓閉ず眞昼の驟雨かな

宮尾

青田風頬に受けつつふり向けば雲の切れ間に浅間が浮かぶ
庭先のブルーベリーが色づきて小鳥来ぬ間に綱を張り置く
夕やみに友と見入る藪の中ピカッと光る平家蛍は

11

10

び犬のふん害の防止に関する条例」

青山

睦子

夏座敷今は静かに孫を待つ

小林トヨ子

10 15
30

８
40

45

を制定して以降、ふん害防止の看板

金子

久子

耐えきれず一人占めする扇風機

和子

石橋弥代江
中谷

20
72

の設置や犬の飼い方指導などの啓発

大塚

耕二

船頭の語り豊かやハスの沼

三田恵子（15 区） 増尾由佳子（22 区）

三ッ編ができるんだよと得意気に五歳の孫は髪を梳かして

10

今の目標は何ですか？
和太鼓を少しでも長く続けていくことですね。小学生のときに誘
われて始めた和太鼓。始めてからもう約15年がたちました。和太
鼓は叩けば音が出ます。そして、子どもからお年寄りまで楽しむ
ことができます。これからは子どもたちに和太鼓の素晴らしさを
教えていければと思います。また、今年の2月にパパになったので
将来は子どもと妻と私の3人で和太鼓を叩くことが今の夢です。

相波静香（11 区） 森戸綾香（12 区）
光さす絹の里にも影おとし語りつがれる女工哀史

■

活動を通じて、少しでもふん害がな

安冨

尚美

恒例や息子一家と待つ花火

（明野・34 区）

Kojima Yu-ki

くなるように努めています。しかし

岡田

長谷川繁樹
築比地秀男

※当選者は広報おうら 11 月号で発表します。

11
11

25

3
40

１、２、１、２、団結、団結・・・

人気だけでなく技も強烈ですね

岡田勝司（34 区） 中村幸子（34 区）

10
11
30

72

26 歳

小島 雄喜さん

（ヒント 3 ページ）

まちかど
89

（ヒント 22 ページ）
C. あたりまえ体操

谷津凜人（6 区）
島田良子（4 区）
※敬称略

・若・者・紹・介・

C. パリーン

ながら、ほんの一部の人だと思うの

汗いっぱい石段昇りつめ湖に会う

猫昼寝風の径なる石の上

夫知らぬ漬け物石や夏厨

大夕立庭石のいのち丸洗い

輝ける句碑に一礼月おぼろ

短夜を長きと思う熱帯夜

銀色の腹翻す雑魚の群れ

十五夜の月にむら雲いと憎し

ＰＡＴＩＯとは「中庭」という意味。
町民の皆さんが集い、
自由に意見を語り合う広場です。

山百合や植えた覚えの無き狹庭

から、抽選で 10 人に 500 円の図書カードをプレゼント。
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47

と
15
問題の答えをはがきで送ってください。全問正解者の中

PN.サッカー

ひ
σ
（-c_,-´｡）

ＫＯＨＯ 広 報 ク イ ズ

84

●あて先 〒370-0692（住所は不要）邑楽町役場企画課広報広聴係
Ｇ 47-5007 Ｃ 89-0136 E-mail koho@town.ora.gunma.jp
※誌上匿名はＯＫですが、記念品発送などに必要ですので、必ず
実際の名前・住所・年齢・電話番号をお書き添えください。
①イラスト・絵手紙 ② 4 コマ漫画 ③詩・ポエム ④短歌・俳句⑤
告知コーナー（イベント案内やメンバー募集など）
ご質問・ご意見は、はがき・電話・FAX・E メールなど、どんな
方法でも結構です。掲載者には粗品を進呈します。

大募集

■

現在何をしていますか？
佐野市内で自動車ガラス関連の
仕事をしています。高校生のとき
に、父がやっていた仕事を手伝わ
ないかと言われたのがきっかけ
で就職しました。人間関係など大
変なことはありますが、仕事は丁
寧かつスピーディーを心掛けて
日々努力しています。また、週に
1回の楽しみが和太鼓の演奏。嫌
なことや大変なことがあったと
きは、無心に太鼓を叩きます。と
てもストレス発散になりますね。

【９月号の当選者】（応募数 30 通、全問正解 30 通）

夢

締 切 10 月 16 日㈭（当日の消印有効）

これからも見守り、良いところを伸ばしてあげたいと思っています。

あて先 〒370-0692邑楽町役場企画課「広報クイズ」係

そんな眞穂はどうやら運動が得意そう。将来はスポーツ選手かな？

行政区・名前・年齢を書いて郵送

です。その影響か少しおませさん。特に言葉を覚えるのが早いです。

応募方法 はがきに、答え（例：第 1 問―Ａ）・住所・

のお姉ちゃんがいて、一緒に踊ったり歌ったり、とても仲良しな姉妹

B. ラジオ体操
A. 妖怪体操

てくれています。おままごとが好きな眞穂のそばにはいつも４つ上

B. チョリーン

（谷中蛭沼・11 区）

A. グリーン

杉﨑凱斗さん（24区）

と
第 2 問 町役場前で毎朝やってるのは？

生まれたときから手が掛からず、よく食べてよく遊び、すくすく育っ

第 1 問 気持ちが落ち着く癒しのカラーは？

大野 浩美さん・眞穂ちゃん（2 歳 0 か月）

大野千代子（23 区）根岸孝志（28 区）

こ
【今月の問題】
ほ
ま
ひ ろ み

73

投稿

み ん な の 広 場

広告
広告
木くずのリサイクルをトータルサポート
株式
会社

実績が証明する確かな仕事！
私たちにお任せ下さい。

グリーンマテリアル
一般廃棄物処分業
産業廃棄物処分業

木くず（邑楽町）第１号
木くず（群馬県）第 01020171240 号

処理にお困りの廃材を
広告面
再生利用で地球の資源に

YAMASHITA GROUP
邑楽町篠塚 38 番１
☎ 0276-57-8537
Ｂ 0276-57-8538

弊社は、鳶工事・土工工事を主体とする建設業者です。
個人様からの委託でも、お見積もり・ご相談させていただきます。
お気軽にご相談下さい。

広告面

グリーンエクスプレス

います。きっかけは中央公園

一緒にラジオ体操を楽しんで

そしてラジオ体操会での出会

仲 間 と の 会 話 を 楽 し む こ と、

理 を せ ず に 体 を 動 か す こ と、

ト。大切にしているのは、無

会は今年の４ 月にスター

れでも」がモットーで、誰で

「 い つ で も、 ど こ で も、 だ

いう人もいます。

り・腰痛の解消に約立ったと

が改善したという人や、肩こ

とで血糖値が下がるなど体調

程度の体操でも、継続するこ

高島小学校でラジオ体操の指導にあたる青葉さん夫妻

二体操を合わせてたった７分

を散歩していた妻の「こんな

い。何気なく公園に散歩に来

も簡単にできるのがラジオ体

受けました。

公園があるのならラジオ体操

た人が仲間になって帰ってい

一人では続けられなくても
仲間となら続けられる
青葉和明さん
（水立大黒・23 区）
あおば・かずあき ● 1952 年生まれ。町ラジ
オ体操会会長で NPO 法人全国ラジオ体操連
盟公認２級指導士。現在、同 1 級指導士取得
を目指し猛勉強中。休日はもっぱら家庭菜園
に精を出し、実りの時を待つ。長年続けてき
たソフトテニスやゴルフの腕は確かなもの。

9月1日から入居を開始しています

●

家庭的な雰囲気の中、
「その人らしさ」を尊重し、
生きいきとした暮らしをサポートします。
◎利用料(消費税込)

家賃
管理費
食費
合計

○入居金はありません

居室A
33,000円
42,120円
42,780円
117,900円

広告面

居室Ｂ(トイレ付)
36,000円
42,120円
42,780円
120,900円

◎入居に関するお問い合わせ◎ 住宅型有料老人ホームおうらの里

Ｇ 0276-89-0066

コーラスひまわり

コーラスひまわりは９月に結成された生まれたてのサークル
です。現在のメンバーは８人。全員が今年７月に長柄公民館
で行われた「夏のうたをうたおう♪」の受講生です。石川恵
子先生の指導のもと、毎月第１・３水曜日の午後１時 30 分
から３時まで長柄公民館で活動しています。サークルでは「明
るく、楽しく、仲良く」を大切にして歌っています。コーラ
スの魅力は、歌でハーモニーを奏でることで仲間とつながれ
ること。また、歌は呼吸が大事で全身を使って声を出して歌
うので健康維持や肺活量の向上にもつながります。現在メン
バー大募集。年齢・性別は問いません。ぜひ一緒にコーラス
の魅力を味わいませんか？関心のある人は一度見学しに来て
みてください。お問い合わせは、長柄公民館Ｇ 89-0123 へ。

●

FRIENDS

9月1日狸塚に
オープンしました

W

町役場前の駐車場で休むこ

でもやればいいのに」という

く様子を見ていると、会が新

23

となく一年３６５日、仲間と

年

言葉でした。早速、
町に相談。

職員の協力も得て、平成

操のいいところ。今後は地域

38室

O

No.314

※上記利用料のほか、公的介護保険の１割負担分と個人的消耗品代
などは別途お支払いいただきます。
※食費は、30日／月の場合です。

23 2014 ＊ OCT

たなコミュニティの場になる

入居者募集

居室A12室
居室B26室

広告面

N

群馬県大泉町観光協会

お申し込みは、10月20日までに現金書留郵便で
370-0511 邑楽郡大泉町北小泉3-8-1 北関東婚活支援実行委員会へ送付。
お問い合わせは、
「東日本結婚相談室」 ☎0276-62-0033 横堀

住宅型有料老人ホーム

１月からラジオ体操を流すよ

後援

や学校、介護施設などに出向

北関東婚活支援実行委員会

き、普及活動に努めたいと考

催

誰もが一度は経験のあるラ

主

広告面

女性2,500円（当日参加各3,000円割増）

ような気がしています。

男性6,500円

続けていると徐々に人数も

費

25

うになりました。

会

えています。ラジオ体操は文

広告面

場 イベント＝スタープロジェクト大泉教室 食事＝いずみ緑道グルメ横丁

ジオ体操。小学生やお年寄り

２部 ミドル街コン(40才～69才) 14：00～16：30

会

増えて、
いつしか「会の発足」

26 ㈰

１部 ヤング街コン(22才～49才) 10：30～13：30

字通りラジオ放送から普及し

10

が行う運動だと侮っていませ

日 時

を望む声が出てきました。会

第３回

活きな世界のグルメ横丁で街コンin大泉

たものです。皆さんも午前６

広告面

時 分からの放送時間に合わ

広告面

んか。実はラジオ体操は、全

あ な た に 似 合う
お 仕 事 を 紹 介しま す

身の筋肉のうち半分以上を動

広告面

FAX 0276-56-9972

の発足に向けては先進的な会

広告面

群馬県邑楽郡邑楽町石打1086-1 TEL 0276-56-9971

の活動を参考に、会則を作っ

人材派遣・紹介・アウトソーシング
雇用
（製造・サービス・介護）
促進アドバイザー

せて早起きをしてみてはいか

総合コンサルタント

かせるように出来ているんで

群馬県知事許可（般 -23）第 22768 号
http://www.tanigutigumi.com

株式
会社

たり会員を募ったり、私自身

〒370-0604

N

No.296

がでしょうか。

合同会社 エイチ＆ワイ

A

所在地：邑楽郡邑楽町篠塚 3919-1
TEL：0276-55-0079

すよ。一般的な第一体操と第

㻴䠃㼅

M

は指導員になるための特訓も

一般・産業廃棄物収集運搬業（木くず）

U

ステップイノベーション株式会社

木くずの積み込み運搬のエキスパート
株式
会社

H
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