
●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） クリック

検 索文化むら

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

4回通し券：7,000円、1回券：2,000円

スポーツレクリエーション体操教室
～健康長寿体操～

スポーツレクリエーション体操教室
～健康長寿体操～

楽しいゲームや音楽に合わせて「練功」を取り入れた体操をします！
太極拳と気功をミックスした体操で、運動が苦手な方でも気軽にご参加頂けます★
練功とは…呼吸機能をムリなく向上させる、呼吸体操です。

各回とも午後7時開演
（6時開場）文化むら・小ホール

●シーズン１「春」　5月11日（金）　唐木洋介／青葉ゆらすテナー・サックス
曲目：テイク・ファイブ、ハロー・ドゥーリー、ブルーレディーに紅いバラ、ムーン・グロウ　ほか

●シーズン２「夏」　7月13日（金）　小林啓一／涼風誘うビブラフォン
曲目：煙が目に染みる、ジェントル・レイン、君去りし後、ラウンド・ミッドナイト　ほか

●シーズン３「秋」 10月12日（金）　小谷教夫／錦秋紡ぐピアノ
曲目：ブルー・ムーン、ラブ・ミー・テンダー、追憶、ミスティ　ほか

●シーズン４「冬」　1月18日（金）　阿部輝夫／温もり運ぶギター
曲目：虹の彼方に、ジャニー・ギター、サテン・ドール、ノルウェーの森　ほか

全席
自由 ※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。

チケット発売：4月7日（土）
《窓口》午前8時30分～　《電話》午前10時～
発売日からチケットの電話予約ができます

ベーシスト・川島潤一によるナビゲーションで、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シリーズ。昨年からスタートし
た新ヴァージョン「プレミアムナイツ」の２年目をお届けします。充実のレ
ギュラー、ゲストプレイヤーによる、世界でここだけの最高にロマンティッ
クな演奏をお楽しみください。

●日　　時
●場　　所
●対　　象
●募集人数
●参 加 費
●講　　師
●主　　催
●申込方法

●問 合 せ
●そ の 他
　

3月22日（木） 午前10時00分～0時00分
町民体育館　アリーナ
町内在住・在勤者
30人
500円
橋本　幸造先生（幼体連）
(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
2月16日(金)　午前9時から町民体育館窓口にて受付開始
参加費を添えて町民体育館へ
町民体育館 ☎0276－63－5250
運動に適した服装を着用してください。

◆町民の皆さまのスポーツ・文化の情報・写真をお寄せください。文化むら内総務課までお願いします。

スポーツと文化の情報誌 フレッシュおおいずみ
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文化むら ジャズ・コンサートシリー
ズ 第9集

ロマンティック・ジャズ
　　プレミアムナイツ2018
ロマンティック・ジャズ
　　プレミアムナイツ2018
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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

全席
自由

第３回
伝統芸能まつり ～神楽ざんまい大泉町発足

６０周年

楽器は無いけどヴァイオリンを弾いてみたい…
そんな皆さんのご参加、お待ちしています！

平成30年度

希望者には期間中、無料でヴァイオリンを貸し出します(持ち帰って練習できます)。
楽器の経験の無い方でも、気軽にご参加いただける、小・中学生を対象とした
教室です。
既に楽器をお持ちの方は、ご持参にてご参加ください。

「神楽」をテーマに町の指定重要無形文化財である吉田西里神楽を始め、周辺地域に
根付く伝統芸能を披露します。

出演　吉田西里神楽保存会（大泉町）　　　　上州大泉住吉ひょっとこ社中（大泉町）
　　　小金井神楽保存会（太田市）　　　　　大島岡里神代神楽（館林市）
　　　南大町宮比講神楽保存会（足利市）　　鐙塚宮比講神楽保存会（佐野市）

クリック

検 索文化むら

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

子ども向け

●練 習 日
●募集対象
●募集人数
●募集期間
●受 講 料
●申込方法

●会　　場
●主　　催
●問　合　せ

４月４日(水)～１年間（水曜日、全44回）　午後７時～８時30分
新小学３年生～新中学３年生（町内外問わず）※原則として１年間継続できる方
25名（先着順）※応募が15名に満たない場合は開催しません。
ただ今募集中（定員になり次第締切り）
月額3,500円(教本、松ヤニ等は自己負担)
①文化むらホームページ上の申込用紙にご記入の上、電子メールまたはFAXにて
　•メール jigyo@bunkamura.or.jp　•FAX 0276-63-7747
②直接文化むら窓口にて申込用紙に記入
③お電話にて
　（①～③のいずれかでお申し込みください。）
文化むら・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）　

初心者ヴァイオリン合奏教室

3月10日（土）午後1時30分開演（1時開場）（終演予定 午後4時30分）

文化むら・大ホール
●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）

クリック

検 索文化むら
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入場
無料



0276-76-2929

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」

葬　祭　課

0276-76-2929
0120-76-8989
0276-82-5888
0276-80-9311TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店
0276-63-2622

　　
●日本文化きもの体験教室
花帯の会では、日本の伝統文化である着物の魅力を多くの人に
伝えていくために、「日本文化きもの体験教室」を開催します。
華やかな着物を着て記念撮影してみませんか。
3月10（土）・11日（日）
・午前の部…午前10時～正午　・午後の部…午後1時～3時
対　　象：どなたでも参加できます
定　　員：各回男性5人、女性10人（定員になりしだい締め切り）
申込方法：花帯の会・井野悦子さんへ電話で申し込む
服　　装：・男性…Ｔシャツ、ハーフパンツ
　　　　　・女性…キャミソール、ハーフパンツ
持参する物：カメラ
参 加 費：高校生以下500円、一般1,000円
　　　　　(着物クリーニング代など。当日受付でお支払いください)
※この事業は平成29年度元気な地域支援事業として行うものです。
　元気な地域支援事業について詳しくは、国際協働課（内線213）へ。
　日本文化きもの体験教室について詳しくは、
　花帯の会 ☎090-9399-7222（井野）まで

●おもしろ科学教室「潜望鏡を作ろう！」 　　 
3月3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  茶会
3月3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）

展示ホール

第１研修室

茶室棟

●大泉保育福祉専門学校　第41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」
「ダンスと造形あそび」「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（おりがみ）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3日（土）午後1時30分開演（1時開場）
　※展示・ワークショップは午後1時より開始します。
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30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18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：小川）

●千金楽岬ピアノ教室発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3月11日（日）午後1時30分開演（1時開場）
入場料：無料（全席自由）
問合せ：千金楽岬ピアノ教室 ☎080-5544-2803

●大泉町立北中学校吹奏楽部スプリングコンサート
3月21日（水・祝）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

大ホール

小ホール

のの文化むら 文化むら イベントスケジュールイベントスケジュール の文化むら イベントスケジュール 3

（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
　　29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30年4月1日から5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。

クリック

検 索文化むら

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

月

3月の休館日
5日（月）・12日（月）・19日（月）・26日（月）

貸出会議のご案内
3月の貸出会議（30年10月分）は
○27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

○27日（火）午後6時30分　○第3研修室

大泉町のスポーツ・文化団体 育成・強化助成のお知らせ
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人気トリオTUKEMENのメンバーTAIRIKU
が遂に文化むらに登場！
福田悠一郎（ヴァイオリン）、高木慶太（チェロ）そして古澤の４人による
「品川カルテット」の演奏をたっぷりとお楽しみください。

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共に、ロマン
ティックなひとときをお楽しみください。

●主催  （公財）大泉町スポーツ文化振興事業団

文化むら・大ホール

古澤 巌古澤 巌

「弦楽四重奏ナイト」
スプリングパーティーVol.2

午後６時開演（５時開場）

5,500円全席指定

◆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26日（土）午後のみ
　２台ピアノの部は27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）
※時間内であれば曲数制限無し
2月16日（金）～3月31日（土）
①文化むらホームページにある応募フォームに
　必要事項を入力して、送信してください。
②記入した申込用紙を「往復はがき」に貼付けて
　お送りください。（申込用紙は文化むら窓口、
　ホームページ上にございます）
（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11回文化むら第11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

みんなで創る参加型イベント
参加者募集！

5月26日（土）・27日（日）午前9時30分～午後6時（予定）
文化むら・大ホール

クリック

検 索文化むら

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

全席
自由

チケット発売中
チケットの電話予約ができます チケット発売中

チケットの電話予約ができます

予選合格者25名が競う、グランプリの栄冠！
審査員に門倉有希「ノラ」、新沼謙治「ヘッドライト」など数々の
ヒット曲を手がけた歌手で作曲家の徳久広司さんを迎えます。
（参加者募集は終了しています）

第8回 文化むら
カラオケ選手権大会

2月25日（日） 3月24日（土）
午後1時30分開演
（1時開場）

文化むら・大ホール

●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)

大泉町発足
６０周年

大泉町発足
６０周年

1,000円
（高校生以下無料）

審査委員長 徳久広司
歌のゲスト 大木綾子 歌のゲスト 浅野英子

ヴァイオリンの夜
in 文化むら

～第26期シリーズ～
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スキーバッジテスト

●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。

3月4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（都合により変更する場合があります。）
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（3,000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18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

骨盤リンパストレッチ教室Ⅰ 観るスポーツ！
SUBARU硬式野球部

オープン戦
今、話題のリンパストレッチでリンパの流れを活性化させ、
体内に溜まった不要な老廃物などを排出して免疫力を高めます！
その正しい方法を解りやすく学びながら、骨盤ストレッチや
リンパストレッチで、楽しく学ぶことができます！

内容：セルフリンパマッサージ（顔・体）
　　　骨盤まわりのストレッチ
　　　リンパストレッチ

●日　　時

●場　　所
●対　　象
●募集人数
●参 加 費
●講 　 師
●主　　催
●申込方法

●問 合 せ
●そ の 他

4月12・19・26日、5月10・17・31日
6月7・14・21・28日
毎週木曜日　計10回　午後1時30分～2時30分
町民体育館　アリーナ
町内在住・在勤者
50人
3,000円
Ichico（イチコ）先生
(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
2月15日(木) 午前9時から町民体育館窓口にて
受付開始
参加費を添えて町民体育館へ
町民体育館 ☎0276-63-5250
運動に適した服装を着用してください。
ヨガマットまたはバスタオルとフェイスタオルを
ご用意ください。

●日　　時

●対　　戦

●場　　所
●募集人数
●入 場 料
●主　　催
●申込方法

●駐 車 場

●問 合 せ

3月27日（火）
入場開始　午前11時00分
試合開始　午後  0時00分
※小雨決行、荒天の場合は中止／延期無／
　午前８時に判断します。
SUBARU硬式野球部 VS
　　　　　バイタルネット硬式野球部（新潟）
町民野球場　　
先着1,400名
無料
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
※事前申し込み無し、整理券無し
　当日直接会場にお越しください。
とね運動場、町民体育館
いずみ総合公園町民野球場
いずみサッカー場　他　
町民体育館 ☎0276-63-5250

〒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

5



■上級
優　勝：中村亮介・須藤詩織
　　　　　　　　　　（ラブ&ラブ）
準優勝：古田時喜也・宮本佳織
　　　　　　　　　　（ラブ&ラブ）
■中級
準優勝：小堀善平・小林咲貴
　　　　　　　　（大泉JBC＋OG）
■シニアクラス　
準優勝：喜多真人・高荷栄利子
　　　　　　　　　　（ラブ&ラブ）
■ファミリークラス
準優勝：小島琉生・小島由希男
　　　　　　　　　　　（大泉JBC）

■３ダブルス団体戦　10組
優　勝：須永勇・須永和子

　

（卓球）
■１位グループ
準優勝：櫻井美麗子（大泉ラージ）
第３位：尾城勇（大泉ラージ）

■2位グループ
優　勝：桑野征夫（大泉ラージ）
準優勝：須永勇（大泉ラージ）
■３位グループ
優　勝：須永和子（大泉ラージ）

■個人戦（6mの部）　　　　　　　
優　勝：関田展一（ふれあい吉田）136点
準優勝：川島薫（吉田西） 136点
第３位：竹脇みね子（ふれあい吉田）132点
■８mの部
優　勝：八山美明（東吹クラブ）126点
準優勝：吉澤清二（東吹クラブ）122点
第３位：金子三夫（吉田西）　　122点
■アクティブの部
優　勝：新井章信（東吹クラブ）132点
準優勝：山崎征治（東吹クラブ）130点
第３位：石井靖夫（住吉）　　　130点
■団体戦（６m）
優　勝：ふれあい吉田吹き矢愛好会　85点
　　　     横尾かずみ・武内万代子
　　　　  竹脇みね子・大塚勝利
　　　　  関田展一
準優勝：東吹クラブAチーム  　75点
　　　　  吉澤清二・金子三夫
　　　　  八山美明・松澤照二
　　　　  新井章信

■少年団体組手
第３位：小学生低学年　男子
　　　　大泉剛柔会
　　　　  小林祐翔・山田凌大龍
　　　　  福田龍之介
■少年団体組手
第３位：小学生中学年　男子
　　　　大泉剛柔会
　　　　  小沼豪瑠・馬場遥大
　　　　  小林海翔
■少年団体組手
準優勝：中学生　女子　大泉剛柔会
　　　　  青木紀樺・浦野莉緒
　　　　  代田友紀

■組手
準優勝：根岸慶人（大泉西中）
■女子形
優　勝：青木紀樺（大泉南中）
準優勝：島歩花（大泉西中）

■個人形・高学年
優　勝：松沼楽久（大泉東小）
■団体形・低学年
優　勝：大泉剛柔会
　　　     福田龍之介・窪田壮真
　　　     山田凌大龍
■団体形・高学年
第３位：大泉剛柔会
　　　     松沼楽久・山田洸士狼
　　　     河田翔真

■混合ダブルスリーグ戦
　12グループ
優　勝：大川文子（尾島クラブ）

2017冬季さのオープンラージボール大会

12月15日（金） 佐野市運動公園

「としわすれ」健康吹矢交流大会

12月24日（日） 太田市沢野行政センターホール

第44回群馬県小学生空手道選手権大会

1月14日（日）　ぐんま武道館

群馬県ラージボール新春交流大会

1月14日（日）　桐生市民体育館

第10回群馬県道場対抗空手道大会

1月28日（日） ぐんま武道館

第38回大泉町バドミントンフェスティバル

12月3日（日） 町民体育館

近隣地区ダブルス交流大会

12月24日（日） 尾島体育館

第12回群馬県中学生空手道選抜大会

1月13日（土） ぐんま武道館

大　会　結　果
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　去る1月19日（金）グランドアーク半蔵門（東京都）にて授賞式が執り

行われ、わたしたち公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団が

運営する大泉町文化むらが、「平成29年度地域創造大賞（総務大臣

賞）」を受賞いたしました。群馬県内では初受賞となります。

　この賞は、関東ブロックでは今回を合わせ東京が12、神奈川4、

茨城4、埼玉2、栃木1、群馬1となった。

表彰式には、飯田健副町長と当事業団の川田登志雄理事長が出席、小倉総務大臣政務官より表彰状並びに楯が
授与されました。　　　　
今後も、地域文化の拠点として皆様に親しまれるホールとなるよう、引き続き全力で取り組んでまいります。

“まちの文化広場”として地域に活力
大ホール棟、展示ホール棟、資料館等で構成された複合文化施設。ヴァイオリニスト古澤巌が町民と交流する
看板音楽会を25年継続。楽器を無償貸与するヴァイオリン教室、各種体験講座、ダンス団体等の発表会など
町民の文化活動を支援し、ボランティアを育成するなど、まちの文化広場として地域に活力をもたらした。

受賞理由

文化むらが『平成29年度地域創造大賞（総務大臣賞）』を受賞いたしました。文化むらが『平成29年度地域創造大賞（総務大臣賞）』を受賞いたしました。文化むらが『平成29年度地域創造大賞（総務大臣賞）』を受賞いたしました。文化むらが『平成29年度地域創造大賞（総務大臣賞）』を受賞いたしました。文化むらが『平成29年度地域創造大賞（総務大臣賞）』を受賞いたしました。

右手前が飯田健副町長
右手奥が川田登志雄理事長
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