
●募集人数
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●そ の 他    

（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団

ゴルフ大会

一般募集20組（80名） 
2,500円
※プレー費7,000円（乗用セルフ、昼食付）は各自精算。
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団ゴルフ大会実行委員会
6月1日（金）までに町民体育館へ参加費を添えてお申込みください。
申込みは4名1組でお願いします。
市町村対抗の予選会は本大会会場（白水ゴルフ倶楽部）にて行います。
詳細は5月号にて。（予定）

6月21日（木）午前7時00分スタート
鳳凰ゴルフ倶楽部（太田市北金井町）

5月31日（木）

（（公
第33回

認知症予防

フリフリグッパー体操教室
●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
 

町民体育館
町内在住・在勤者
30人
500円
青木昭子先生［大泉在住・ヨガインストラクター・
（公社）日本アロマ環境協会アロマテラピーアドバイザー］
(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
4月17日（火）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。
タオル、水分、ヨガマットまたはバスタオルをお持ちください。
※つま先まであるタイツ不可。靴下を履いてお越しください。

「フリフリグッパー体操」とは、
誰でも簡単にできる体操です。

手を動かしたり、腰を少し動かしたりと、
ゆっくりと心とからだの
リフレッシュをしましょう☆

午前10時00分～
午前11時30分

◆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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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

9月16日（日）午前10時開場
【キッズの部】10:30開演
【一般の部】　15:00開演

クリック

検 索文化むら

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

第11回ピアノマラソン

参加申込は
締切ました。

みんなで創る
参加型イベント

毎年大好評の文化むらピアノマラソン。
土・日曜の２日間にわたり、老若男女約200組の参加者の皆さんが、
５分間の持ち時間の中で繰り広げる熱演の数々。
文化むらホールが誇る名器「スタインウェイ」と
「ベーゼンドルファー」、そして「チェンバロ」の響きを
お楽しみください。
※チェンバロ演奏は土曜日のみです。

入場無料

キッズの部：おおむね高校生以下で構成された、大泉町内または周辺地域で活動するダンスチーム
一 般 の 部：おおむね18歳以上で構成された、大泉町内または周辺地域で活動する３名以上のダンスチーム
※公演前日に開催されるゲネプロに、必ず参加してください。
キッズの部、一般の部　それぞれ35チーム
※応募が定数を超えた場合、同一ジャンルごとの応募数に応じて抽選(大泉町内活動チームを優先します)
１チーム５分以内（出入り時間含まず）
１チームにつき6,000円
文化むら窓口またはホームページ上の応募用紙に記入のうえ、文化むら窓口にお持ちになるか、メールまたは
ファックスにて送信してください。※詳しくは募集要領をご覧ください。
６月17日（日）
(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）

●応募対象

●募集チーム数

●出演時間
●参 加 費
●申込方法

●申込期限
●主　　催
●問 合 せ

今年は「キッズ」「一般」を同日開催！

日頃の練習成果を文化むら・大ホールで発表しよう！
皆さんのパフォーマンスを迫力の音響・照明で応援します。

●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）

午前9時30分～午後6時（予定）

文化むらダンスフェスタ２０１８

5月26日（土）・27日（日）

文化むら・大ホール

文化むら・大ホール

全席
自由

入場
無料

クリック

検 索文化むら

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

参加者
募集開始



0276-63-2622

　　
●第91回エスポアール　小品展　　　　　　　　　　　         　
　5月4日（金・祝）～6日（日）午前10時～午後5時
　　　　　　　　　　　　　（最終日は午後4時まで）
　入場料：無料
　問合せ：エスポアール ☎0276-86-2578（入谷）
　後　援：大泉町文化協会

●月  茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　5月5日（土・祝）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

展示コーナー

茶室棟

●館林女子高校吹奏楽部　第18回定期演奏会　　　　　　　　　　　
　5月4日（金・祝）午後2時開演（1時30分開場）　　　　　　　　　
　第１部　クラシックステージ
　　　　　メリーゴーランド（Ｐ.スパーク）
　　　　　梁塵秘抄～熊野古道の幻想～（福島弘和）
　　　　　烈火の魂（江原大介）　など
　第２部　ゲストステージ  「宝島」など
　第３部　ポップスステージ
　ゲスト：津田征吾（サクソフォーン奏者）
　　　　　馬場桜佑（トロンボーン奏者）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：館林女子高校 ☎0276-72-0139

●第22回群馬県ソロコンテスト予選　　　　　　　　　　　　　　
　第10回東部地区ソロコンテスト（吹奏楽）
　5月12日（土）・13日（日）
　開催部門：中学校の部／高校の部
　　　　　　※日程の詳細は、4月下旬「東部地区吹奏楽連盟
　　　　　　　ホームページ」にて発表予定
　入場料：500円（全席自由）
　問合せ：太田東高校 ☎0276-45-6511（伴野）

●アトリエセキグチ絵画展2018
　5月4日（金・祝）～6日（日）午前10時～午後6時
　　　　　　　　　　　　　（最終日は午後4時まで）
　入場料：無料
　問合せ：アトリエセキグチ ☎080-1207-3080

大ホール

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 5 月

5月の休館日
1日（火）・7日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月）

貸出会議のご案内
5月の貸出会議（30年12月分）は
○25日（金）午後6時　○第3研修室

バンド機材説明会のご案内
5月のバンド機材説明会は

○25日（金）午後6時30分　○第3研修室

皐
月
歩
歩

皐
月
歩
歩

皐
月
歩
歩

座
長
座
長 

皐
月
竜
馬

皐
月
竜
馬

座
長 

皐
月
竜
馬

皐
月　

舞

皐
月　

舞

皐
月　

舞

夢
咲
翔
太

夢
咲
翔
太

夢
咲
翔
太

恋
月
彩
圭

恋
月
彩
圭

恋
月
彩
圭

関西を中心に活動する人気劇団「侍」が人情時代劇の定番中の定番、「瞼の母」を熱演します。
幼くして生き別れた「瞼の母」に、ようやく巡り会えた番場の忠太郎だったが…。
皆様、ハンカチのご用意を！後半は“華やかな舞踊ショー”をお楽しみください。

関西を中心に活動する人気劇団「侍」が人情時代劇の定番中の定番、「瞼の母」を熱演します。
幼くして生き別れた「瞼の母」に、ようやく巡り会えた番場の忠太郎だったが…。
皆様、ハンカチのご用意を！後半は“華やかな舞踊ショー”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
●後　援　大泉町社会福祉協議会／大泉町老人クラブ連絡協議会
●問合せ　文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

劇団 侍文化むら
大衆演劇
～人情芝居と豪華絢爛舞踊ショー～

6月6日（水）
午後2時30分開演
（2時開場）

文化むら・大ホール

1,500円全席指定

さむらい

チケット発売：4月11日（水）
《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

～

い お世話になっている
　　　　　あの方へ…
プレゼントにも
　ぴったりのチケット
　　　　　　　です！
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〒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

●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/

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

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。

チケット発売中
残り僅か、お急ぎください！

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。

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

●主　催　群馬県／（公財）群馬交響楽団/（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）

～中嶋彰子のプロデュースによる「歌の力」 Vol.3～
Viva Rossini!

群馬交響楽団 県民コンサート

8月12日（日）午後3時開演（2時15分開場）
文化むら・大ホール

中嶋彰子中嶋彰子中嶋彰子 ニルス・ムースニルス・ムースニルス・ムース

群馬交響楽団群馬交響楽団

指揮：ニルス・ムース　ソプラノ：中嶋彰子
合唱：群馬大学教育学部音楽専攻合唱団（合唱指導：山崎法子）他
管弦楽：群馬交響楽団

指揮：ニルス・ムース　ソプラノ：中嶋彰子
合唱：群馬大学教育学部音楽専攻合唱団（合唱指導：山崎法子）他
管弦楽：群馬交響楽団

一　　　般 3,000円
高校生以下 1,500円

全席
自由

チケット発売：5月25日（金）午前9時～
発売日からチケットの電話予約ができます

群馬交響楽団

4Sports &Culture Monthly Magazine



●少年野球大会＆スポ少町予選（野球）　 ●大泉町空手道大会　　●大泉町バレーボール大会　　
●大泉町春季ソフトボール大会　　●大泉町女子ダブルステニス大会　　●スポーツ少年団結団式

●大泉町シングルステニス大会　　●東毛地区中学校競技大会　　●春季グラウンドゴルフ交流大会
●少年野球連盟リーグ戦　　●トラップ競技クレー射撃大会
●高齢者・身体障害者合同スポーツ大会
●大泉町地域公民館スローピッチソフトボール大会・ソフトバレーボール大会
●子ども会ドッジビー大会　　●大泉町ボウリング大会　　●事業団ゴルフ大会　　
●大泉町民バスケットボール大会　　●大泉町夏季ソフトボール大会　　●大泉町民テニス大会　
●大泉町民グラウンドゴルフ大会　　●大泉町総合シングルスバドミントン大会
●大泉町サッカーフェスティバル　
●大泉町学生卓球選手権大会　　　
●大泉町スポーツレクリエーション祭　　●大泉町壮年ソフトボール大会
●大泉町ミックスダブルステニス大会　　●大泉町少年剣道大会　　●大泉町民バスケットボール大会
●大泉町民体育祭　　●大泉町民軟式野球大会　　●大泉町バレーボール総合選手権大会
●大泉町ダブルスボウリング大会　　●大泉町総合ダブルスバドミントン大会
●グラウンドゴルフ交流大会
●大泉町民卓球大会　●コパ大泉少年サッカー大会　●大泉健康ウォーク大会
●スキート競技クレー射撃大会　　●体育協会ゴルフ大会　　●空手道組手大会
●ガールズサッカーフェステバル
●スポーツ少年団交流大会　　●大泉町バドミントンフェスティバル　　●大泉町マラソン大会
●大泉町ソフトバレーボール交流大会　　●３中学剣道大会

●アジャタ大会　

●骨盤リンパストレッチ教室
●空手道教室
●大泉町内３中学校剣道教室
●東毛地区卓球教室　
●認知症予防
　フリフリグッパー体操教室
●新健康体操教室
●市町村ゴルフ選手権町予選会

●救急救命講習会
●骨盤リンパストレッチ教室②
●ボウリング教室

●ボディバランスエクササイズ
●体験チアダンス教室
●走り方教室　
●群銀バレーアウトリーチ事業
●骨盤リンパストレッチ教室③
●大泉町バレーボール教室
●スポーツ観戦事業

●骨盤リンパストレッチ教室④

●大泉町少年野球教室
●町民スキー・スノーボード教室
●大相撲初場所観戦ツアー
●アジャタ教室
●町民スキー・スノーボード教室
●スキーバッジテスト
●タグラグビー教室
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大　　　会　　　等月 教室・講習会等

●対 象
●問合せ

町内の小学生
大泉町教育委員会 スポーツ文化振興課
☎0276-63-3111

大泉町西小キングスターズ(西小)
吉田西育成会ファイターズ(南小)
ジュニアライオンズ(北小)
大泉ジュニアキング(南小)
仙石ジュニアスターズ(南小)
大泉たっきーず
大泉ＦＣ　ジュニア
大泉ＦＣ　Ｕ－１２
大泉スターキッズ
大泉ギガスパークス
大泉ＪＢＣ
大泉空手アカデミー
GPI（警察国際大泉教室）

野　球

バレーボール

サッカー

ミニバスケット
ボール

バドミントン
空手道
柔　道

鈴木　陵史
川島真裕美
大鷲　友和
川島　　誠
青木　　淳
瀧川　　浩
栗原　雅隆
根岸　滋昌
柳町　和良
秋山　　暢
河上　良子
坂本　健治
女屋　敦志

種 目 チーム名 代表者

大泉町スポーツ少年団では、
スポーツが大好きな団員を募集しています。

平成30年度 スポーツカレンダー 平成30年度 スポーツカレンダー 平成30年度 スポーツカレンダー 予定予定

す。

第30回記念
大泉町シングルステニス大会（硬式テニス）

５月６日（日）
午前9時00分試合開始（8時30分受付開始）　
雨天時５月13日（日）に順延
南公園テニスコート
町内在住・在勤・在学者及び平成30年度大泉町テニ
ス協会員　先着60名
男女シングルス（硬式テニス）
１名　大泉町テニス協会員1,000円・高校生以下700円
　　　非協会員1,700円・高校生以下１,200円
　　　※スポーツ保険の加入はありません。　　　
大泉町テニス協会
申込書に参加費を添え4月28日（土）午後3時までに
町民体育館へ
天候などにより開催できない場合は、参加費の払い
戻しをします。
※詳しくは要項をご覧ください。
大泉町テニス協会役員
若林：☎61-1190・對比地：☎090-4962-1810
（平日の問合せは午後6時以降）

●日　　時

●会　　場
●対　　象

●種　　目
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●払い戻し

●問 合 せ

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
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■26組
第３位：本多明子（大泉グリーンクラブ）
■31組
準優勝：宮嵜とし（ろうきん大泉）
■36組
優　勝：稲垣照子（大泉グリーンクラブ）

■小学生低学年男子組手
優　勝：小林祐翔（南小）
準優勝：山田凌大龍（東小）　　
第３位：窪田壮真（西小）
　　　　福田龍之介（北小）
■小学生中学年男子組手
優　勝：小沼豪瑠（北小）
準優勝：馬場遥大（南小）　　
第３位：高尾真之介（北小）
　　　　小林海翔（南小）
■小学生高学年男子組手
優　勝：松沼楽久（東小）
準優勝：山田洸士狼（東小）
第３位：齊藤慶護（北小）
　　　　川田翔真（北小）
■中学生男子組手
優　勝：山田風起爽（北中）
準優勝：秋津龍生（北中）
第３位：馬場翔大（南中）
　　　　尾上瞬（北中）
■中学生女子組手
優　勝：島歩花（西中）
準優勝：青木紀樺（南中）
第３位：代田友紀（北中）

■混合ダブルス
15組
第１位：神田勉・神田奈美枝（K2）
■男子ダブルス
５組
第３位：神田勉（K2）
　　　　須永勇（大泉ラージ）

■女子団体戦 195歳以上
　１～２位トーナメント　
第３位：大川文子（尾島クラブ）

■小学生低学年の部　
第３位：徳永侑子（泉武会）

■混合ダブルス
３組
優　勝：大川文子（尾島クラブ）
■混合ダブルス
12組
優　勝：神田勉・神田奈美枝（K2）
■シングルス
19組
準優勝：大川文子（尾島クラブ）
■シングルス
34組
優  勝：稲垣照子（大泉グリーンクラブ）

■トーナメント戦
優　勝：庭野多喜雄・植村良子
準優勝：須永勇・澤田良子
第３位：桑野征夫・須永和子
２G 優　勝：岩瀬陽一・小林佐智子
３G 優　勝：高溝久明・櫻井美麗子
４G 優　勝：横山一雄・木村登美子
５G 優　勝：服部守司・栗原真理子

■中学2年生　黒帯　形の部
準優勝：根岸慶人（おおたスポーツアカデミー）

シングルス
第３位：稲垣照子（大泉グリーンクラブ）
■  4組
優　勝：桑野征夫（大泉ラージ）
■13組
優　勝：須永勇（大泉ラージ）
■17組
第３位：尾城勇（大泉ラージ）
■18組
優　勝：今泉紀嘉（大泉卓遊会）
■24組
準優勝：櫻井美麗子（大泉ラージ）

第44回シニア・ラージ卓球
館林Sリーグ大会

2月28日（水）館林市城沼総合体育館

第46回栃総体オープン
ラージボール卓球大会

3月14日（水）栃木県県南体育館

第70回交歓ダブルス大会
（トーナメント戦）
3月17日（土）町民体育館

第35回武蔵村山市少年少女空手道大会
（チャリティートーナメント）

3月21日（水）武蔵村山市総合体育館

第16回大泉町空手道組手大会
2月28日（水）大泉北中学校武卓館

春季さのオープンラージボール大会
3月2日（金）佐野市運動公園体育館

第20回明和町剣道大会
3月11日（日）明和町社会体育館

群馬県ラージボールダブルス団体卓球大会
3月11日（日）伊勢崎市民体育館

第45回シニアラージ卓球館林Sリーグ
3月28日（水）館林市城沼総合体育館

大　会　結　果

●日　　時

●場　　所
●対　　象
●募集人数
●参 加 費
●講　　師

6月14日（木）
午前10時00分～午前11時30分
町民体育館
町内在住・在勤者
30人
700円
根岸由香先生　

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ
●そ の 他

(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
4月23日（月）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。
タオル、水分、上履きをお持ちください。　　

※施設紹介は都合によりカットさせて頂きます。

～シニア世代に向けた～

リトミックには、楽しい音楽遊びを通じて、若返りや脳のリフレッシュの効果が期待できます！懐かしい
歌を歌いながらリズムに合わせてちょっとした動きを加えたりなど、どなたでも楽しんでいただける内容
です。動きを間違えたりしてもOK！逆にそれを笑いに変えたりなど、ゲラゲラ笑いながら、楽しいひと時
を一緒に過ごしましょう！

“イキイキ”リトミック運動教室

6Sports &Culture Monthly Magazine
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