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文化むらジャズ・コンサートシリーズ 第８集文化むらジャズ・コンサートシリーズ 第８集

４回通し券

※未就学児は入場できません
※完売の場合、当日券はありません

7,000円
１回券 2,000円

全席
自由

夏夏夏

秋秋

冬冬

7月7月    7日（金）7日（金）小谷教夫／涼風ピアノサウンド小谷教夫／涼風ピアノサウンドシーズンシーズン２「夏」

唐木唐木洋介洋介／秋宵テナーサックス／秋宵テナーサックス10月13日（金）10月13日（金）シーズンシーズン３「秋」

小林啓一／星空ビブラフォン小林啓一／星空ビブラフォン1月19日（金）1月19日（金）シーズンシーズン４「冬」

7月  7日（金）小谷教夫／涼風ピアノサウンドシーズン２「夏」

唐木洋介／秋宵テナーサックス10月13日（金）シーズン３「秋」

小林啓一／星空ビブラフォン1月19日（金）シーズン４「冬」

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

曲目：煙が目にしみる、ハーバー・ライツ、誰かが私を見つめてる　ほか

曲目：トゥー・ヤング、ワン・ノート・サンバ、虹の彼方に　ほか

曲目：いそしぎ、酒とバラの日々、二人でお茶を　ほか

曲目：スターダスト、あなたと夜と音楽と、恋人よ我に帰れ　ほか

ベーシスト・川島潤一によるナビゲーションにより、珠玉のスタンダード・ナンバーを４回
シリーズでお聴きいただく人気プログラム。スタートから８年目、遂にプレミアムシリーズ
をお届けすることになりました。レギュラー、ゲストプレイヤーともに新メンバーを迎え、
最高にロマンティックな選曲を、一段と磨きのかかった演奏でお楽しみください。
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文化むら・小ホール文化むら・小ホール
各回とも各回とも 午後7時開演（6時開場）午後7時開演（6時開場）
文化むら・小ホール
各回とも 午後7時開演（6時開場）
◆発売日からチケットの電話予約ができます◆

チケット発売 4月1日(土) チケット発売 4月1日(土) 
《窓口》午前８時30分～　《電話》午前10時～《窓口》午前８時30分～　《電話》午前10時～
チケット発売 4月1日(土) 

《窓口》午前８時30分～　《電話》午前10時～
～売り切れ必至、お早目にお求めください～

2017～プレミアムナイツ

観るスポーツ！！観るスポーツ！！
大泉町発足60周年記念・富士重工業㈱大泉町発足60周年記念・富士重工業㈱社名変更社名変更記念プレイベント記念プレイベント

観るスポーツ！！
大泉町発足60周年記念・富士重工業㈱社名変更記念プレイベント

◆日　　時

◆対　　戦
◆主　　催
◆場　　所
◆入 場 料　
◆整 理 券

◆お問い合わせ

平成29年3月25日(土)
入場開始　午前11時00分／試合開始　午後0時30分
※小雨決行、荒天の場合は中止／延期無／午前7:00に判断します。
富士重工業硬式野球部VS東芝硬式野球部（神奈川）
(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
いずみ総合公園町民野球場（大泉町丘山50-1）　
無料
2月20日（月）午前10時より町民体育館にて配布
整理券1,400枚　※観覧席以外での観覧は不可
いずみ総合公園町民体育館　☎0276-63-5250
※駐車場については、整理券配布時にご案内します。



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～
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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

料金：4,500円（全席指定） 

全席自由

文化むら･大ホール

3月11日（土）
午後1時30分開演（1時開場）
（終演予定 午後5時30分）

入場料無料

○出演　仙石ささら保存会　吉田西里神楽保存会　大泉太鼓
　　　　美翔会（日本舞踊）　休泊チンドン・クラブ
　　　　関東学園大学附属高等学校和太鼓部　はらっぱエイサー隊

▲仙石ささら舞

◆主　催  大泉町／大泉町教育委員会
◆問合せ  大泉町役場スポーツ文化振興課  ☎0276-63-3111（内線304）

町の指定文化財となっている仙石ささら舞や吉田西里神楽を中心に
地域に根付く伝統芸能を披露します。
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▲吉田西里神楽



～貸出会議のご案内～
3月の貸出会議（29年10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～
3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

～3月の休館日～
6日（月）・13日（月）・21日（火）・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3
大ホール 小ホール

第１研修室

大泉保育福祉専門学校  第40回保育福祉演習発表会　　　　　　　　　
本発表会は、学習成果の一端を地域の皆様や各施設の皆様に
ご披露するものです。介護福祉士の養成を行っている福祉科の
舞台発表では実習体験を基に「介護劇」を、保育士と幼稚園教諭の
養成を行っている保育科の舞台発表では「パネルシアター」「合唱」
「身体表現」「子ども向けダンスと南中ソーラン」を行います。
また、展示コーナーでは子ども向けのワークショップ（折り紙、
空気砲作り）や、介護福祉の学習成果の展示等を行います。
幅広い年代のみなさまに楽しんでいただける内容です。是非、
お越しください。
3月5日（日）午後1時30分開演（午後1時開場）
入場料：無料(全席自由)
問合せ：大泉保育福祉専門学校 ☎0276-62-5806
邑楽館林吹奏楽連盟  第29回吹奏楽新人演奏会　
邑楽館林吹奏楽連盟には、中学校・高校・大学・一般の23団体が　　　　
加盟しています。この演奏会は吹奏楽活動の充実と発展、演奏
技術の向上と発表を目的としており、吹奏楽のオリジナル曲だけ
でなく、幅広いプログラムを予定しています。
3月19日（日）午後1時開演（0時30分開場）
入場料：100円（全席自由）
問合せ：群馬県立館林高等学校　
　　　　☎0276-72-4307（事務局：立嶋）
A’s Factory Dance Fan Day Vol.5   
3月20日（月・祝）午後1時30分開演（1時開場）　　　　
入場料：無料（全席自由）
問合せ：A’s Factory事務局
　　　　☎090-6925-9902（對比地）　

大泉町立北中学校吹奏楽部スプリングコンサート　　　　　
3月12日（日）午後2時開演（1時30分開場）
入場料：無料（全席自由）
問合せ：大泉町立北中学校 ☎0276-62-2059
コンサート・ディ・フィオーレ・ピッコロ 　　　
3月20日（月・祝）午後1時30分開演（1時15分開場）（予定）
入場料：無料（全席自由）
問合せ：山根音楽教室 ☎090-4132-2438

おもしろ科学教室「カッ飛びジェットコースターを作ろう」 　　 
3月4日（土）午前10時～正午
参加料：300円
申込み・問合せ：大泉町教育委員会 生涯学習課
　　　　　　　　☎0276-63-3111（内線306）
　　　　　　　

月釜 茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 
3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

茶室棟

大泉町のスポーツ・文化団体 育成・強化助成のお知らせ

(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団では、大泉町のスポーツ・文化の発展のため下記基準に該当する団体の
育成・強化を図る助成を行っています。ご活用ください。
１．スポーツ・文化団体育成指定基準
　　事業団の事業等に参加したことを契機に、新たに団体を
　組織し、普及・振興に寄与できると理事長が認めたものとする。
２．スポーツ・文化団体強化指定基準
　　28年度の各種大会、コンクール等に事業団の規定に基づ
　く助成を受けて出場した団体又は団体に所属する個人の成
　績が次のいずれかに該当するものであること。
　（１）県大会又は関東大会等で優勝したとき。
　（２）全国大会で4位以内になったとき。
　（３）その他、理事長が特に必要と認めたとき。

□申請期間　平成29年3月1日から3月31日まで
□申請場所　スポーツ関係は町民体育館
　　　　　　文化関係は文化むら（月曜休館）
□その他　　申込方法その他詳細は事業団
　　　　　　ホームページをご覧ください。

TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店

クリック

検 索文化むら

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



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つをお選びください。
　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！
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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

◆チケットの電話予約ができます◆



スキーバッジテスト

大泉町初心者バドミントン教室

□日　　時
□場　　所
□対　　象
□実施方法

□参 加 費

□主　　催
□申込方法
□問 合 せ

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。

　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？

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。

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）

□主　　催
□期　　日
□時　　間
□会　　場
□対　　象

□内　　容
□講　　師
□定　　員
□参 加 料

□申込期間
□申 込 先

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

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



フレッシュ大泉
平成29年2月10日発行

第342号

大　会　結　果

設置機器：エアロバイク、ランニングマシーン、乗馬フィットネス、ダンベル、筋力トレーニング器具等 

利用時間：午前9時～午後8時30分

利用料金：1時間につき100円（高校生は50円）

そ の 他：15歳未満の方は利用できません。

　　　　　　登録証、トレーニングシューズ（室内シューズ）を忘れずにお持ちください。

　　　　　　ロッカー、シャワーが利用できます。
次回は、他の施設をご紹介します。

トレーニング室

　

□６年生男子　第３位：糸田拓真（大泉JBC）
□５年生男子　準優勝：須藤大翔（大泉JBC）
□４年生男子　準優勝：河上悠大（大泉JBC）

　

□小学生女子の部（3km）
優　勝：茂木結衣（小林走遊塾）  　  12′26″
準優勝：河南萌生（大泉西小） 　　　12′35″
第３位：川島心亜　　　　　　　　 12′53″
□小学生男子の部（3km）
優　勝：木野剣芯（大泉南小） 　　　11′14″
準優勝：荒井晴輝（大泉南小） 　　　11′34″
第３位：廣門建護（小林走遊塾）  　  12′00″
□中学生女子の部（3km）
優　勝：中村杏莉（西中陸上部）　　 11′17″
準優勝：中尾胡桃（南中バスケットボール部）
　　　　　　　　　　　　　 　　　11′37″
第３位：菅田真由（西中陸上部）　　 11′48″
□中学生男子の部（5km）
優　勝：鹿沼晴希（北中陸上部） 　　17′49″
準優勝：神保　佑（北中陸上部） 　　18′01″
第３位：力丸　航（北中ソフトテニス部）
　　　　　　　　　　　　　 　　　18′16″
□高校女子の部（5km）
優　勝：針谷　碧　　　　　　　　 22′54″
□一般女子の部（5km）
優　勝：廣門有美　　　　　　　　 22′12″
準優勝：栗原宏美（邑楽町役場） 　　23′25″
第３位：金子静枝（大泉マスターズ） 26′08″

□39才以下男子の部（5km）
優　勝：飯田　澪（太田東高校） 　　16′39″
準優勝：三坂　凱（太田東高校） 　　16′45″
第３位：大野真也（太田高校） 　　　17′40″
□40才代男子の部（5km）
優　勝：佐藤慎也（いずみRC諸田トラフィック）
　　　　　　　　　　　　　 　　　17′47″

準優勝：石井浩行（㈲シロガネ）　　　18′30″
第３位：齊藤隆久（パナソニック㈱） 18′34″
□50才代男子の部（5km）
優　勝：佐藤浩明　　　　　　　　 21′25″
準優勝：青木幸文　　　　　　　　 21′38″
第３位：中本明広　　　　　　　　 21′39″
□60才以上男子の部（5km）
優　勝：吉田卓司　　　　　　　　 21′50″
準優勝：月橋　章（いずみ）　　　　25′57″
第３位：金子浩一（朝日自動車）　　 26′48″

□1年女子形
優　勝：島　歩花（大泉西中）
準優勝：青木紀樺（大泉南中）

□混合ダブルス
Ⅰグループ
第３位：桑野征夫　（大泉グリーン）
　　　　櫻井美麗子（大泉グリーン）

Ｆグループ
準優勝：大川文子（尾島クラブ）

□男子シングルス（70歳以上）
下位グループ
準優勝：桑野征夫（大泉グリーン）

□混合ダブルスゴールド
Ｂ-準優勝：本多明子・植村良子
Ｃ-準優勝：大川文子
□女子団体
準優勝：植村良子・本多明子・大川文子

□混合ダブルス（B3グループ）
優　勝：高井泉（邑楽ラージ）
□シングルスリーグ（B4グループ）
第３位：高井泉（邑楽ラージ）

□個人形　高学年男子
優　勝：松沼楽久（大泉東小）

2016 OTA JUNIOR CUP
バドミントン選手権大会

12月10日（土）太田市運動公園市民体育館

第40回大泉町民マラソン大会
12月11日（日）パナソニック㈱構内及び外周

第11回群馬県中学生空手道選抜大会
兼第11回全国中学生空手道選抜大会

1月14日（土）ぐんま武道館

第27回桐生マスターズラージボール卓球大会
1月28日（土） 桐生市民体育館

第43回群馬県小学生空手道選手権大会
1月29日（日） ぐんま武道館

群馬県ラージボール新春交流大会（卓球）
1月15日（日）桐生市民体育館

新卓球選手権大会
1月18日（水） ヤマト市民体育館前橋
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