
20171

4月5日～1年間（水曜日、全44回）　午後7時30分～9時

新高校生以上～成人（原則として1年間継続できること）

25名（先着順）

1月11日（水）～（定員になり次第締め切り）

月額 3,000円 ※教材費（教本、弦、松ヤニ等）は自己負担

①文化むらホームページの参加申込書に記入の上メールにてお申し込みください。

　jigyo@bunkamura.or.jp

②文化むらホームページから参加申込書をダウンロードし記入の上、窓口または

　FAX（0276-63-7747）にてお申し込みください。

　※①、②のどちらかでお申し込みください。

文化むら 展示ホール棟 第3練習室

（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団

文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

◆練 習 日
◆募集対象
◆募集人数
◆募集開始
◆受 講 料
◆申込方法

◆会　　場
◆主　　催
◆問 合 せ

初心者初心者
ヴァヴァイオリン合奏教室オリン合奏教室
初心者初心者
ヴァヴァイオリン合奏教室オリン合奏教室
初心者
ヴァイオリン合奏教室

（おとな向け）平成
29年度

来春、高校生になる方から成人の方を
対象に「初心者ヴァイオリン合奏教室」
を実施します。
ご希望の方には期間中、無料で
ヴァイオリンを貸し出します。
（自宅に持ち帰れます）
楽器経験の無い方も参加できます。

クリック

検 索文化むら

http://www.bunkamura.or.jp/



TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

古澤 巌 ヴァイオリンの夜 in 文化むら　
～第25期シリーズのお知らせ～

クリック

検 索文化むら

http://www.bunkamura.or.jp/

クリック

検 索文化むら

http://www.bunkamura.or.jp/

ヴァイオリニスト・古澤巌プロデュースによる人気コンサートシリーズ。
 楽しいお喋りにのせてお贈りする、豪華ゲストとの華やかなステージ。
 美味しいワインやオードブルとともに、ロマンティックなひとときを
  お楽しみください。

※公演内容等は出演者の都合により変更になる場合があります

3月25日（土） 「若き天才～伊賀拓郎の世界」
スプリングパーティー

天才アレンジャー＆ピアニストの伊賀拓郎。パーカッショニスト・
はたけやま裕とともに、本格的なラテンプレイが炸裂！？
とってもスペシャルな伊賀Night！

◆主　　 催  (公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
◆後　 　援  大泉町／大泉町教育委員会
◆申込み／問合せ  文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

文化むら・大ホール
午後６時開演（５時開場）

先着200名

午後4時30分から小ホールで

を行います
（満席の場合ご入場いただけません）定員

 無料のミニ・コンサート 無料のミニ・コンサート

全席指定

Vol.2

入場料 500円（高校生以下無料）全席自由

2月26日（日）

予選合格者25名が競う、グランプリの栄冠！
今回は、門倉有希「ノラ」や新沼謙治「ヘッドライト」など
数々のヒット作を手がけた、歌手で作曲家の
徳久広司さんを審査員に迎えます。

文化むら・大ホール
午後1時30分開演（1時開場）

審査委員長　徳久広司

文化むら文化むら

◆主　催　(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団　
◆問合せ　文化むら☎0276(63)7733(月曜休館)

第7回
選手権大会選手権大会文化むら文化むら 選手権大会選手権大会文化むら 選手権大会カ ラ オ ケ

参加募集は
締め切りました

料金：4,500円（全席指定） 

◆チケットの電話予約ができます◆



～貸出会議のご案内～
2月の貸出会議（29年9月分）は
○28日（火）午後6時　○第3研修室

～バンド機材説明会のご案内～
2月のバンド機材説明会は

○28日（火）午後6時30分　○第3研修室

～2月の休館日～
6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）

〒370-0532 大泉町坂田4-20-22
坂田郵便局向い

http://www.morikaikei.jp
Tel.0276-63-6011 Fax.0276-63-6056

公 認 会 計 士
税 理 士
社会保険労務士
司 法 書 士

森　弘毅
森　富夫
白澤貴夫
米澤智子

森･白澤･米澤合同事務所森･白澤･米澤合同事務所

監査 ･ 税務 ･ 相 続
社会保険･労務･登記

月の文化むら　イベントスケジュール2
大ホール

小ホール

群馬県立西邑楽高等学校 芸術科音楽コース 演奏会　　　　　　　　　
2月4日（土）午後2時開演（1時30分開場）
入場料：無料（全席自由）
問合せ：西邑楽高校 ☎0276-63-5851

第47回群馬県高等学校ギター・マンドリン コンクール　　　　　 　　
県内7校のギター・マンドリン部員約200名が集い1年間の
練習成果を発表します。高校生の情熱のこもった美しく繊細な
音色をお聴かせできると思いますので、是非お出かけください。
2月5日（日）午後1時開演（0時30分開場）
入場料：無料（全席自由）
問合せ：群馬県高等学校ギター・マンドリン連盟事務局
　　　　（館林女子高校内）☎0276-72-0139（田村）

第34回公利連サークルフェスティバル
●コンサート　2月19日（日）
　午後1時開演（0時30分開場）
　入場料：200円（コーヒー券付、全席自由）
　公利連加盟音楽団体によるコンサート及び大正琴いずみ会
　ミニリサイタル
●展示　2月18日（土）・19日（日）
　午前10時～午後5時（最終日は午後4時30分まで）
　会場：展示ホール棟・展示コーナー
　　　　大ホール棟展示コーナー
　問合せ：大泉町公民館 ☎0276-62-2330

大泉町私立幼稚園　子育てセミナー
「親心を育む子育て」
2月21日（火）午前10時開演（9時30分開場）
講　師：松居　和先生
入場料：無料（全席自由）
託　児：あり（１歳以上）1月26日（木）までに電話で申込み
問合せ・託児申込：えのきこども園 ☎0276-62-3636
主　催：大泉町私立幼稚園PTA連絡協議会
　　　　大泉町私立幼稚園協会

税理士会 館林支部の還付申告無料相談会（予約制）　　　　　
2月  7日（火）午後  1時30分～4時
2月  8日（水）午前10時～午後0時30分　午後1時30分～4時
2月  9日（木）午前10時～午後0時30分　午後1時30分～4時
2月10日（金）午前10時～午後0時30分
予約方法：1月17日（火）～24日（火）（土日祝を除く）
　　　　　午前10時～正午または午後1時～4時
　　　　　☎0276-71-1122（税理士会 館林支部）まで
相談内容：簡易な申告内容とします。

大泉町社員研修会　　　　
町労働教育委員会では、社会人としての心構えと基礎的な知識を
身につけてもらうことを目的に社員研修会を開催します。
2月14日（火）午後6時30分から8時　　　　
対象：町内在住の勤労者及び町内事業所に勤務する勤労者
定員：30名（定員になりしだい締め切り）
内容：アサーション（周囲や相手の状況を配慮しつつ、自分の考
　　　え方、感情を誠実に表現するコミュニケーションの姿勢）
申込方法：申込書に記入し、商工振興課へ持参またはファックス
　　　　　（63-7927）で申し込む。
申込期間：1月10日（火）～31日（火）
費用：無料
※申込書は、商工振興課にあるほか、町ホームページ
　（http://www.town.oizumi.gunma.jp/）からもダウンロード
　できます。詳しくは、商工振興課（内線139）へ。

月釜 茶会
2月4日（土）午後1時～3時
お茶券：500円（先着30名様まで 椅子席あり）
問合せ：広翠会 ☎0276-62-4360（川島）

0276-76-5116

JAアシストホール館林

JAサポート板倉
JAアシスト西邑楽「絆」

0276-76-2929
0120-76-8989
0276-82-5888
0276-80-9311

研修室

茶室棟

音楽が好きな仲間が集まって活動しています。
一緒に演奏しませんか。
特に、楽器を持っている方をお待ちしています。
（全パートでメンバーを募集しています）
ぜひ、見学に来てみてください。
♪ 練　習　日：毎週水曜日　午後7時～9時30分
　　　　　　　 月1～2回　土・日曜日　午後1時～6時
♪練 習 場 所：大泉町公民館
♪ 会　　　費：月額2,000円
♪問い合わせ先：いずみ吹奏楽団事務局
　　　　　　　 080-3607-4649

いずみ吹奏楽団
集集募募バーメンバー募集

いずみ吹奏楽団いずみ吹奏楽団
メンバー募集メンバー募集
いずみ吹奏楽団
メンバー募集



TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店
0276-63-2622

◆募集対象

◆募集人数

◆入 場 料
◆部　　門

◆参 加 料

◆演奏時間
◆申込期間
◆申込方法

◆主　　催
◆問 合 せ

どなたでも参加（エントリー）できます。演奏
は、ソロ・連弾・２台ピアノ・合奏・独唱・合唱な
ど、ピアノ、またはチェンバロを使用したもの
であればどんな形態でもかまいません。
延べ200人（組）
募集人数を超えた場合は大泉町民を優先の上、
抽選とさせていただきます。
無料(全席自由)
スタインウェイの部
ベーゼンドルファーの部
チェンバロの部
２台ピアノの部
※1部門から1つをお選び下さい。
　1人(組)1エントリーのみとさせて頂きます。
　チェンバロの部は27日（土）午後のみ
　２台ピアノの部は28日（日）午後のみ

１人（組）500円　当日支払い
但し、２台ピアノは１組1,000円
1人（組）5分以内（時間厳守）
2月16日（木）～3月31日（金）
チラシまたは文化むらホームページから印刷
した申込書に記入の上、往復はがきに貼付して
お申込みください。
（文化むらに直接申し込む場合は普通郵便はが
きを持参してください。）
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
文化むら ☎0276-63-7733
（月曜休館）

第10回文化むら

ピアノマラソンピアノマラソンピアノマラソンピアノマラソンピアノマラソン
5月27日（土）・28日（日）
午前9時30分～午後6時（予定）

みんなで創る参加型イベント

文化むら・大ホール

参加者募集！

文化事業支援のお知らせ文化事業支援のお知らせ文化事業支援のお知らせ
(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団では、平成29年度中に実施する文化事業で、

大泉町民を対象に実施する団体の活動費の一部を支援いたします。

クリック

検 索文化むら

http://www.bunkamura.or.jp/

クリック

検 索文化むら

http://www.bunkamura.or.jp/

大泉町内に活動拠点を置き、代表者および事務局が町内で、10名以上（うち、3分の2
以上が大泉町在住者）の構成員数を有し、文化事業支援基準を満たす団体
平成29年2月1日（水）～2月28日（火）
文化むら（午前9時～午後5時、月曜休館）
申請書等の詳細は文化むらホームページをご覧ください。
文化むら ☎0276(63)7733(月曜休館)

◆対　　象

◆申請期間
◆申請場所
◆そ の 他
◆問 合 せ



第1回　1月15日（日）
第2回　2月19日（日）
町民体育館前駐車場　午前4時50分集合
第1回　水上宝台樹スキー場
第2回　オグナほたかスキー場
どなたでも参加できます。
ただし、小学4年生以下は保護者同伴
先着各50名（定員になり次第締切）
大人・子供とも　5,000円
（バス代・保険料含む。リフト代・食事代・レンタル代は別）

□日　時

□場　所

□対　象

□定　員
□参加費

大泉町体育協会
参加費を添え、町民体育館へ
※電話予約は受け付けません。
第1回　1月  8日（日）
第2回　2月12日（日）
大泉スキークラブ
会　長  岩瀬 ☎62-5624（留守電に伝言）
事務局  島田 ☎090-1206-6814（18時以降）

□主　催
□申込方法

□締　切

□問合せ

第1回は水上宝台樹スキー場に、第2回は、オグナほたかスキー場へ行きます。各回とも、初心者から上級者まで楽しんでいただける
よう、希望者には無料でスキーレッスンを行います。家族での参加も大歓迎です。

バドミントンを通じ、健康増進と、たくさんの人と交流してみませんか？

第34回邑楽郡卓球選手権大会

2月12日（日）午前 9時開会
町民体育館
邑楽郡内在住・在学・在勤者
小学生男女シングルス、中学生男女シングルス
高校生男女シングルス、一般男女シングルス
30男子シングルス・40男子シングルス
50男子シングルス・OGシングルス
ラージ男女シングルス・オープン男女団体
小学生男女シングルス 400円
中学生男女シングルス 500円
その他男女シングルス（高校生含む） 600円
男女オープン団体 1,500円
邑楽郡卓球協会
参加費を添え、1月21日（土）までに町民体育館へ
大泉卓球クラブ  中村：☎63-6319

□日　時
□会　場
□参加資格
□種　目

□参加費

□主　催
□申込方法
□問合せ

大泉町初心者バドミントン教室

大泉町バドミントン協会・（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
平成29年3月2日から3月23日までの木曜日（全4回）
午後6時30分から8時30分
いずみ総合公園町民体育館（邑楽郡大泉町仙石三丁目22番1号）
町内（大泉町）に在住または在勤の初心者（小学４年生以上）
ただし、小学生は親子同伴
バドミントンの基礎を学ぶ
間々田 知子、大泉町バドミントン協会普及部員
先着30人
1名 2,000円（シャトル6個、保険料等）：全4回分
なお、申込後にキャンセルした場合、参加料の返金は致しません。
平成29年1月16日（月）から 2月24日（金）まで
いずみ総合公園町民体育館  ☎0276-63-5250
※参加料は申込時にお願いします。

※持参する物　体育館シューズ、飲み物、タオル、バドミントンラケット、運動着

□主　催
□期　日

□会　場
□対　象

□内　容
□講　師
□定　員
□参加料

□申込期間
□申込先

スキーバッジテスト

□日　時

□場　所

□対　象

□実施方法

　大泉スキークラブでは、毎年恒例のスキーバッジテストを
開催します。
　滑りに自信のある方、自分の滑りがどの位のレベルか知り
たい方、皆さんの参加を心よりお待ちしております。

3月5日（日）
町民体育館前駐車場 午前4時50分集合（現地集合可）
ホワイトワールド尾瀬岩鞍
（都合により変更になる場合もあります）
どなたでも参加できます。
（但し、1・2級受験は中学生以上。1級受験は 2級取得者に
限る。）
3～5級は、講習を通して合否を判定。
1・2級は、規定の種目テストにより合否を判定。

□参加費

□主　催
□申込方法

□問合せ

合格者には、公認料と引き換えにバッジ（1・2級はバッジと
合格証）を渡します。
1級合格者は、全日本スキー連盟の会員登録（2,000円）が必
要になります。
大泉町体育協会スキー部
受検料を添え、2月19日（日）までに、町民体育館へ
（電話申込不可）
大泉スキークラブ
会　長  ☎岩瀬 62-5624（留守電に伝言）
事務局  ☎島田 090-1206-6814（18時以降）

受検料
公認料

1級
5,000円

2,000円

2級
5,000円

1,500円

3級
4,000円

1,200円

4級
3,000円

800円

5級
3,000円

700円

平成29年1月16日（月） 電柱工事が行われるため、午後5時まで町民体育館はご利用頂けません。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご協力の程お願い申し上げます。
尚、窓口業務（鍵の貸出、窓口申請、大会申込等）については通常通り行います。
※停電のため電話は通じませんので予めご了承下さい。
1月16日（月）の緊急連絡先　町民体育館  小林 ☎090-8503-9118

停電の停電の
お知らせお知らせ
停電の
お知らせ



フレッシュ大泉
平成29年1月10日発行

第341号

□グループトーナメント
４位Ｇ－1：服部栄二・須永和子
５位Ｇ－1：新井朝之丈・武政二三江

　
郡の部
□ソフトボール（男）
優　勝：サニーズ　
□ソフトボール（女）
第３位：フレンズ
□バレーボール（男）
第３位：東毛排工会
□バスケットボール（男）
優　勝：BURST
□バスケットボール（女）
優　勝：DARS

□男子ダブルス 140才以上
第３位：須永勇・桑野征夫

（大泉グリーン）

第54回群馬県民体育大会 秋季大会
11月6日・13日（日） ALSOKぐんま
総合スポーツセンター 他 15会場

冬季ミズノオープン
ラージボール卓球大会

12月2日（金） 佐野市運動公園市民体育館

第64回交歓ダブルス大会
9月17日（土）　町民体育館

第65回交歓ダブルス大会
12月3日（土）  町民体育館

第38回ラージボール卓球Ｓリーグ
11月29日（火） 館林城沼総合体育館

第5回近隣交歓ダブルス大会
12月11日（日）　尾島体育館

第15回大泉町空手道組手大会
12月3日（土） 大泉南中武卓館

平成28年度  群馬県卓球選手権大会
11月27日（日）　沼田市民体育館

　
　

□シングルス
  4組 第３位：中塚猛夫（グリーンクラブ）
10組 優　勝：植村良子（大泉ラージ）
14組 第３位：渡辺政和（大泉卓遊会）
15組 優　勝：石原勝也（ろうきん大泉）
15組 第３位：岩瀬陽一（大泉ラージ）
17組 第３位：今泉紀嘉（大泉卓遊会）
□ダブルス
35組 第３位：桑野征夫・櫻井美麗子

（大泉ラージ）

□混合ダブルス　145才以上
３組 優　勝：桑野征夫・櫻井美麗子

（大泉ラージ）
□団体戦280才以上
４組 優　勝：神田勉・神田奈美枝（K2）
　　　　　 ：桑野征夫・櫻井美麗子

（大泉ラージ）

□グループトーナメント
２位G－1：須永勇・櫻井美麗子
３位G－1：岩瀬善孝・須永和子
４位G－1：庭野多喜雄・神田奈美枝
５位G－1：今谷善治・武政二三江

□混合ダブルス
  3組 優　勝：大川文子（大泉グリーンクラブ）
  7組 準優勝：神田勉・神田奈美枝（K2）
□シングルス
  9組 優　勝：神田勉（K2）
18組 第３位：大川文子（大泉グリーンクラブ）
47組 優　勝：神田奈美枝（K2）
49組 準優勝：高井泉（太田ラージ）

□グループ2　
第３位：菱山弘司（尾島クラブ）
□グループ3
第３位：桑野征夫（大泉ラージ）
□グループ4
準優勝：田村直司（太田ラージ）
第３位：川崎克佳（大泉ラージ）

□小学生低学年男子
優　勝：小沼豪瑠（大泉北小）
準優勝：山田凌大龍（大泉東小）
第３位：小林祐翔（大泉南小）
□小学生中学年女子
優　勝：砂川実愛（大泉西小）
準優勝：石川桃羽（大泉西小）
第３位：神谷綺美（大泉東小）
□小学生中学年男子
優　勝：小林海翔（大泉南小）
準優勝：馬場遥大（大泉南小）
第３位：福島優羽（大泉北小）
□小学生高学年男子
優　勝：松沼楽久（大泉東小）
準優勝：河田翔真（大泉北小）
第３位：石川大翔（大泉西小）

優　勝：清水康司・川島照子
準優勝：尾城勇・小林佐智子
第３位：福山将人・植村良子

大　会　結　果

使用目的 単位 昼　間（1時間）
（午前９時～午後５時）

夜　間（1時間）
（午後５時～午後9時）

バレーボール

バドミントン

１　面

１　面

３９０円

１５０円

５９０円

２２０円

サブアリーナ使用料金
先月掲載致しました「サブアリーナ使用料金」の表の中に誤りがありました。正しくは以下の表です。お詫びして訂正いたします。

次回は、他の施設をご紹介します。

※但し、バレーボール・バドミントンに関しては、大会のサブコートとしてのみ利用可能となります。

使用目的 単位 昼　間（1時間）
（午前９時～午後５時）

夜　間（1時間）
（午後５時～午後9時）

卓　球 １　面 １５０円 ２２０円

町スポーツ施設・学校
一般開放体育施設

□申請期限
□提 出 先
□対　　象

□利用できるスポーツ施設

□貸出会議

　平成29年度に町スポーツ施設（町民体育館、町民野球場、いずみサッカー場を除く）並びに学校一般開放体育施設の定期的な利用を希望する団体
（現在登録している団体も含む）は、次のとおり登録を行なってください。

利用団体の登録は１月31日利用団体の登録は１月31日㈫までまで利用団体の登録は１月31日㈫まで

１．町スポーツ施設 2．学校一般開放体育施設

1月31日(火)
町民野球場（申請書は窓口にて。またはＨＰからダウンロードしてください。）
町スポーツ施設、学校体育施設を利用するすべての団体、グループ（5人
以上の団体で、概ね半数以上が大泉町内在住、在勤の方で構成。）

グラウンド関係は毎月19日、学校体育施設は20日の午後6時から
町民体育館で貸出会議を行ないます。2か月先の申請が出来ます。
（例：4月の貸出会議＝6月利用分の申請）
※土・日・祝日等に当たる場合など、会議日程が変わる場合がござい
　ます。詳細は窓口またはＨＰにて「貸出会議日程」をご確認ください。
※登録済の団体が貸出会議の対象となります。

施　設　名 種　　　目

※1.夜間照明＝ソフトボール1面のみ　※2.1コース（8ホール） ※◎はソフトボール用夜間照明あり（1面）
※サッカーは北中校庭、フットサルは北中交流センターのみ使用可

施設使用料金
（1時間当り）

照明使用料金
（1時間当り）

野球【1】
テニス 人工芝【2】/ テニス クレー【6】
ソフトボール【１】
野球【2】またはソフトボール【4】
サッカー【1】
ゲートボール【8】
相撲【1】
ソフトボール【2】/ サッカー【1】
グラウンドゴルフ【1】（※2）
剣道・空手・軽スポーツ（球技除く）

【　】内の数字はコート数

御正作公園

いずみ総合公園
志部公園

西体育館

とね運動場

320円
430円/320円

320円
320円
320円

40円（1面）
－

320円/320円
－
－

校　庭　　950円

体育館
全　面　　370円
半　面　　185円

柔剣道場　120円

卓球場　　120円

1,420円
230円
950円

950円（※1）
－
－
－
－
－

120円

南公園

スバル
運動公園

広場A
広場B

南中学校

北中学校

西中学校

南小学校

北小学校

東小学校

西小学校

○

◎

◎

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

○

○

○

－

－

－

－

校　庭学　校　名 体育館等 柔剣道場 卓球場
照明使用料
（1時間当り）

第41回栃総体オープン
ラージボール卓球大会

12月7日（水） 栃木県県南体育館

いまくりアロマスクール

ハローワーク申込みの職業訓練

アロマセラピスト養成科

群馬県邑楽郡大泉町古海352-1 ☎0276-56-4100

2017年2月 開講予定!! 受講料
無料！！

2時間 8,000円
JAA協会認定校

訓練生募集訓練生募集訓練生募集

ハンドorフットコース
癒しのセラピスト 初級講座

LINE ID　@ena0486c いまくり　アロマ
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