
◆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。

めざせ！ オリンピック トップアスリート特集（2・3ページ）

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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チケット発売中
チケットの電話予約ができます

上江隼人上江隼人上江隼人 谷口睦美谷口睦美谷口睦美

森谷真理森谷真理森谷真理 眞塩　直眞塩　直眞塩　直

8月5日（日）
８月３日（金）18:00～19:30（大ホール）午後2時開演（1時30分開場）

文化むら・大ホール

※未就学児の入場は
　ご遠慮ください。
※未就学児の入場は
　ご遠慮ください。

指定席：2,500円（200席限定）
自由席：（前売）2,000円 
　　　　（当日）2,500円

曲目：オペラ「カルメン」より ミカエラのアリア（ビゼー作曲）
　　　オペラ「ファウスト」より 宝石の歌（グノー作曲）　　　ほか

チケットお求めの方に整理券プレゼント

●青島広志による
　　　　　“楽しい！オペラ・プレトーク”

８月4日（土）13:00～14:30（大ホール）
●出演者によるレクチャー＆ 公開レッスン

《出演》森谷真理（ソプラノ）ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場で『魔笛』夜の女王で出演。国際的な評価を得る。
　　　　谷口睦美（メゾ・ソプラノ）　眞塩　直（テノール）
　　　　上江隼人（バリトン）海外でヴェルディ・オペラの主役で絶賛を博す。ミラノ在住。
　　　　五味こずえ（ピアノ）

谷口睦美の楽しい解説でご紹介する、素敵なオペラの世界。
今回も、豪華ソリスト達による名曲の数々を、たっぷりお楽しみください。

●主　催  meeting point doux+
●共　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）

「きらめくオペラ」Vol.2谷口睦美
プロデュース

～4人のオペラ歌手が描く感動の世界～

どなたでも
ご観覧

いただけます

●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    

楽しく！チアリーディング体験！
初心者でも楽しめる、ダンスやジャンプのレッスンです。

お気軽にご参加ください！！

9月8日（土）午前10時～正午
町民体育館　アリーナ
町内年中～小学生
先着20名
700円
群馬県チアリーディングチーム
MONSTERS、BLAZEコーチ代表　野本涼香 先生
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
7月10日（火）午前9時から町民体育館窓口にて受付開始
町民体育館 ☎63-5250
運動に適した服装・上履き（運動靴）・飲み物（スポーツに適したもの）をご用意ください。
※保護者の方も参観可能です。
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鶴ケ﨑好昭さん
ラグビー

Yoshiaki Tsurugasaki

●日本ラグビーフットボール協会  7人制日本代表チーム専任選手
●パナソニック ワイルドナイツ

在住・出身●大泉町古氷、三沢商業高校（青森県）、東海大学
競技歴●ラグビー歴14年、男子７人制日本代表、U20日本代表、高校日本代表ほか

92年ぶりにリオ五輪から正式種目になったラグビーですが、鶴ケ﨑さんは７人制（セブンズ）の日本
代表入りするなどご活躍されています。「リオオリンピックで実現出来なかった事を2020年東京オ
リンピックでは必ず実現させます。また国の代表として、応援してくださっている皆様にしっかりと
した結果を届けて行きたいと思います。」と語ってくれました。

清水 那月さん
空手道

Natsuki Shimizu

●全日本ナショナルチーム 個人・団体形　●同志社大学 3年

出身●大泉町北中学校（大泉町北小泉）、高崎商科大学付属高校
競技歴●全国中学生空手道選手権大会、世界ジュニア＆カデット、２１アンダー
空手道大会優勝、第7回東アジアシニア空手道選手権大会団体形優勝ほか

3月号の表紙を飾ってくれた清水さんですが、現在はナショナルチームの団体形に加え個人形でもメ
ンバー入りすることができたそうです。平日は３時間、休日は10：00から18：00頃まで練習に励んで
いるそうです。「世界ランクも上がってきていて、オリンピックに向けて着実に実力を伸ばしていき
たい」と抱負を語ってくれました。

諸田 実咲さん
棒高跳び

Misaki Morota

●中央大学 2年

出身●大泉町南中学校（大泉町日の出）、太田女子高校
競技歴●国民体育大会優勝、第2回ユースオリンピック南京大会B決勝第3位、
第4回日中韓3カ国交流陸上競技大会銀メダルほか

高校２年生の時に、国民体育大会（和歌山）にて優勝し、各大会で成績を残しています。自ら練習量の多い
中央大学に進学。昨年は、関東インカレを制し、日中韓3カ国交流陸上競技大会では4Ｍをマークして銀メ
ダルに輝きました。そして、今年６月に行われた、日本学生個人陸上で自己ベストを更新し優勝。次に控
える国内最高峰の日本選手権では「4Ｍ20を跳びたい」と2年後の夢舞台への飽くなき挑戦は続きます。

石井 亜海さん
レスリング

Ami Ishii

●安部学院高等学校 1年

出身●大泉町北中学校（大泉町住吉）
競技歴●クリッパン国際大会（スウェーデン）カデット57kg級準優勝、全国中学
選抜レスリング大会、2018JOCレスリング選手権カデット62kg級優勝ほか

クリッパン国際大会（スウェーデン）カデット57kgにて準優勝、続く2018JOCレスリング大会で優
勝するなど成績を残しています。現在は東京都にある強豪高校に進学し、寮生活をしながら毎日朝5
時から練習に励み、オリンピックという大きな夢に向かって挑戦中。「ライバルは同じ年のJOCエリ
ートアカデミーの選手」で切磋琢磨し合っているそうです。

道

学 3年

、２１

田 実咲さ
棒高

2年

日の

ビー
surugasaki

ーム

ング
mi Is

みん
なで応援しよう

大泉町大泉町から世界世界を目指すアスリー目指すアスリートたち大泉町大泉町から世界世界を目指すアスリー目指すアスリートたち大泉町から世界を目指すアスリートたち
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2020東京オリンピック・パラリンピック
オリンピックは全部で33競技、
どんな競技があるのかな？

パラリンピック種目については
今後の誌面にてご紹介いたします

がんばれニッポン!

日本選手の大活躍が期待される
TOKYO2020

大会までのスケジュールを
チェックしておこう！

今後の動
きが

一目でわ
かる

☆野球／ソフトボール（横浜スタジアムほか）
☆空手（日本武道館）
☆スポーツクライミング（青海アーバンスポーツ会場）
☆サーフィン（釣ヶ﨑海岸サーフィン会場）
☆スケートボード（有明ＢＭＸコース）

☆水泳（競泳、飛込、水球、アーティスティック・スイミング）
☆アーチェリー
☆陸上（トラック、フィールド、ロード、混成）
☆バドミントン
☆バスケットボール（５人制、３×３）
☆ボクシング
☆カヌー（カヤック、カナディアン）
☆自転車競技（ＢＭＸ、マウンテンバイク、ロード、トラック）
☆馬術（馬場、総合、障害）
☆フェンシング
☆サッカー
☆ゴルフ
☆体操（体操競技、新体操、トランポリン）
☆ハンドボール
☆ホッケー
☆柔道
☆近代五種（フェンシング、水泳、馬術、射撃、ランニング）
☆ボート
☆ラグビー（７人制）
☆セーリング
☆射撃（ライフル、ピストル、クレー）
☆卓球
☆テコンドー
☆テニス
☆トライアスロン
☆バレーボール（インドア、ビーチバレー）
☆ウエイトリフティング
☆レスリング

追加種目 東京五輪ならではの競技がこれだ！

一般種目

Read to
TOKYO

2020

2018年

2019年

2020年

夏

夏

秋

春

8月

7月

2年前
イベント

メダル
デザイン
発表

聖火リレー
開始

東京2020
パラリンピック
開会式

ボランティア
募集開始

新国立
競技場
完成

東京2020
オリンピック
開会式

9月
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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271☎0276-63-0888

蜂谷病院
大泉町朝日4-11-1

http://www.hachiyahospital.jp/
痔・下肢静脈瘤の
悩みを解決いたします

健康健康健康健康健康内視鏡 つけるけ見つける内視鏡内視鏡で見つける！見つける！
おなかのおなかのおなかのおなかのおなかの

内視鏡で見つける！

9月2日（日）
午後5時30分開演（5時開場）

文化むら・大ホール 8月25日（土）
午前の部：午前11時 開演（10時30分 開場）
午後の部：午後  3時 開演（  2時30分 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／桐生音協／FM群馬
●問 合 せ  文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）
●後　　援  アリオラジャパン
●企画・制作  ビーンズ／グラシアス

●主　催  Ciel ＆ オトハコ ファミリーコンサート実行委員会
●共　催  (公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
●問合せ　☎0283‐55‐4263（Cielプランニング）

チケット発売：7月20日（金）
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

全席指定 7,500円

全席自由 1,000円
（4歳未満で膝抱きのお子様は無料）
※4歳未満でお席をお使いになるお子様は500円

秋の旅情サスペンス
「お前と俺」 Vol.2

角松敏生 公演 決定！

※どちらの公演も2作品上演します
　（公演時間約120分）

●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）

10月20日（土）
①午後１時 開演（0時30分開場）
②午後５時 開演（4時30分開場）

家族草子2018 in GUNMA
～森浩美の作品による新しい朗読劇の世界～
家族草子2018 in GUNMA
～森浩美の作品による新しい朗読劇の世界～

「それでも鳥は空を翔ぶ」（「家族の分け前」収録） 
「最後のお便り」（「家族の見える場所」収録）

【おおいずみ出身アーティスト支援事業】
か 　 　 ぞ く　  ぞ う 　 　 し

上演
作品

過去3回上演された大泉公演に、沢山の熱いメッセージ
が寄せられました！
「家族愛あふれるストーリー…」（大泉町60代）
「今の私の悩みが表現されて涙があふれました」（本庄市50代）
「家族について考える時を与えてくれた」（太田市40代）

本町出身の作詞家でありスマップの「青いイナズマ」「SHAKE」「ダイナ
マイト」など、ミリオンセラー作品を始め実に700曲以上の作詞を手が
ける森浩美は、家族をテーマにした短編小説を数多く執筆している小説
家でもあります。「家族草子」とは、この短編作品をプロの俳優、声優、
アナウンサーらが演技を交えて朗読する、新しいスタイルの公演です。

一般 1,500円（当日2,000円）
高校生以下 500円

全席
自由 クリック

検 索文化むら

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

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

文化むら・小ホール文化むら・小ホール文化むら・小ホール

SPECIAL LIVE TOUR 2018SPECIAL LIVE TOUR 2018

TOSHIKITOSHIKI
KADOMATSUKADOMATSU
SPECIAL LIVE TOUR 2018

TOSHIKI
KADOMATSU

オトハコCiel 

Ciel & オトハコファミリー
コンサート

パフォーマンスミュージックパフォーマンスミュージック【CielCiel】、歌のお姉さんを中心とする、歌のお姉さんを中心とする【オトハコオトハコ】
子供に大人気の２つのユニットが共演するファミリーコンサート！子供に大人気の２つのユニットが共演するファミリーコンサート！
アニメ、NHKソングなど子供向けの歌はもちろん、本格的な演奏、打楽器パアニメ、NHKソングなど子供向けの歌はもちろん、本格的な演奏、打楽器パ
フォーマンス、ボイスパーカッション、お笑い、参加型フォーマンス、ボイスパーカッション、お笑い、参加型（歌や手遊び歌や手遊び）などアなどア
トラクション満載の最高最強に楽しい時間をお届け！トラクション満載の最高最強に楽しい時間をお届け！
0歳から３世代で楽しめます！夏休み最後の思い出に是非お越しください0歳から３世代で楽しめます！夏休み最後の思い出に是非お越しください♪

パフォーマンスミュージック【Ciel】、歌のお姉さんを中心とする【オトハコ】
子供に大人気の２つのユニットが共演するファミリーコンサート！
アニメ、NHKソングなど子供向けの歌はもちろん、本格的な演奏、打楽器パ
フォーマンス、ボイスパーカッション、お笑い、参加型（歌や手遊び）などア
トラクション満載の最高最強に楽しい時間をお届け！
0歳から３世代で楽しめます！夏休み最後の思い出に是非お越しください♪

シエル

※１公演
　約70分

３歳以上チケット必要
（座席を使う場合は３歳未満でも要チケット）

チケット発売中
チケットの電話予約ができます



〒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

クリック

検 索文化むら

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

●主催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●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 各回とも午後6時開演
（5時開場）

古澤 巌古澤 巌  ヴァイオリンの夜 in 文化むら　 ヴァイオリンの夜 in 文化むら　
～第27期第27期シリーズのお知らせ～シリーズのお知らせ～

 ヴァイオリンの夜 in 文化むら　
～第27期シリーズのお知らせ～

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、堪能するロマンティックなひととき…

12月22日（土）「神髄！古澤巌ヴァイオリンの夜」
ウインターパーティーVol.1

パーカッション・はたけやま裕、ベース・箭島裕治、ピアノ・Keiko といった
一流プレーヤーとともに、古澤巌の真骨頂「ヴァイオリンの夜」を心ゆくまで
お楽しみください。想い出に残るクリスマスの一夜を…

3月2日（土）「古澤巌＆塩谷哲プラス１」
スプリングパーティーVol.2

「オルケスタ・デ・ラルス」でグラミー賞候補。ジャンルも国境も超えて活躍
するピアニスト・塩谷哲に加え、誰も予想しなかったあの大物歌手が文化
むらステージに初登場！今宵、新たな歴史が加わります。

先着200名

午後4時30分から小ホールで

※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

を行います
●定員

 無料のミニ・コンサート
（　　　　　）満席の場合ご入場
いただけません

8月18日（土） 午前8時30分
　　　　　　  ～10月28日（日）

〈シリーズ券〉　　　　　　（全席指定）

シリーズ券
販売期間

ビジター券
発売

 11,000円

●Vol.1 ウインターパーティー
  11月  3日（土） 午前8時30分～

　●Vol.2 スプリングパーティー
  　12月20日（木） 午前8時30分～

発売日からチケットの電話予約ができます

２公演を同じ席でお楽しみ頂ける通し券を先行発売します。

※この期間を過ぎての販売は行いません

〈ビジター券〉　　　　　　（全席指定）5,500円
各公演ごとの１回券です。

NO
IMAGE

大泉町内の保育園、中学、高校、専門学校、そして一般の合唱団の大泉町内の保育園、中学、高校、専門学校、そして一般の合唱団の
皆さんによる合同演奏会です。今回はおうら少年少女合唱隊SIN皆さんによる合同演奏会です。今回はおうら少年少女合唱隊SING!
の皆さんをゲストに迎えます。の皆さんをゲストに迎えます。

大泉町内の保育園、中学、高校、専門学校、そして一般の合唱団の
皆さんによる合同演奏会です。今回はおうら少年少女合唱隊SING!
の皆さんをゲストに迎えます。

午後午後1時30分開演時30分開演
（1時開場開場）11月2323日（金・祝）日（金・祝）

●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）

●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）

入場
無料

午後1時30分開演
（1時開場）

第２4回大泉町合唱祭

11月23日（金・祝）
文化むら・大ホール

今年は「キッズ」と「一般」を同日開催、
参加チームの熱いパフォーマンスを、みんなで応援しよう！

文化むらダンスフェスタ2018

【キッズの部】午前10時30分開演
【一 般 の 部】午後  3時開演

文化むら・大ホール 全席
自由

入場
無料

9月1616日（日）日（日）9月16日（日） 参加者募集は
終了しました。
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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

●いしざか びんが ギター弾き語りの夕べ    　　　　　　　　　
　8月22日（水）午後6時30分開演（6時開場）
　入場料：2,000円（全席自由）
　問合せ：☎0277-51-3041（石坂）

●わくわく子育てセミナー公開講座 　　　　　　　　　　　　　　　
　「親子でリズム遊び」　　　　　　　
　8月23日（木）午前10時～正午
　参加料：無料（8月20日締切、ただし託児を利用する場合は8月6日まで）
　申込み・問合せ：大泉町公民館内 学級事務室
　　　　　　　　　☎0276-62-2542（平日、午前9時～午後5時）

●ワクワクする工作教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　『植物標本を作ろう』『飛ぶ種を作って遊ぼう』
　8月26日（日）午前10時～正午
　対　象：小学生（保護者同伴の方）
　参加料：無料
　申込み・問合せ：子ども教室「創」☎090-2756-8757（岡田）

小ホール 研修室

展示ホール

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 8 月

8月の休館日
6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）

貸出会議のご案内
8月の貸出会議（31年3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
8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

6

クリック

検 索文化むら

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

●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

指揮：ニルス・ムース
ソプラノ：中嶋彰子・西口彰子
アルト：アンナ・テュアプキナ・石井藍
テノール：山本康寛
バリトン：上江隼人、バス：下瀬太郎
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
曲目：ロッシーニ／歌劇《チェネレントラ》・《セヴィリアの理髪師》
　　　　　　　　　　 《コリントの包囲》から 他

指揮：ニルス・ムース
ソプラノ：中嶋彰子・西口彰子
アルト：アンナ・テュアプキナ・石井藍
テノール：山本康寛
バリトン：上江隼人、バス：下瀬太郎
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
曲目：ロッシーニ／歌劇《チェネレントラ》・《セヴィリアの理髪師》
　　　　　　　　　　 《コリントの包囲》から 他

一　　　般 3,000円
高校生以下 1,500円

全席
自由 群馬交響楽団

チケット発売中
チケットの電話予約ができます



●日　　時

●会　　場

●対 象 者
●参 加 費
●主　　催

●主　　管
●申込方法

●そ の 他

●問 合 せ

ソフトバレーボール
（4人制）

ソフトボール

ラージ卓球

グラウンド・ゴルフ

ターゲットバードゴルフ

ウォーキング

ディスゲッター9

輪投げ

長なわ跳び

レディース

混合フリー

スローピッチ

シングルス

個人戦

個人戦

個人戦

大人女子

大人男女

自　由

自　由

大　人

大　人

自　由

自　由

自　由

自　由

町民体育館

町民体育館

とね運動場

町民体育館

スバル運動公園

いずみ総合公園
芝生広場

町　内

町民体育館周辺

町民体育館周辺

町民体育館周辺

チーム

チーム

チーム

個 人

個 人

個 人

個 人

個 人

個 人

チーム

要

要

要

要

要

要

要

不要

不要

不要

種　目 対　象 会　場 申込区分 事前申込

第22回 大泉町民スポーツ・レクリエーション祭

都市対抗野球大会出場
SUBARU硬式野球部／パナソニック野球部

～ニュースポーツプロジェクト～大泉町アジャタ（スポーツ玉入れ）教室

9月2日9月2日（日）午前8時30分開会日）午前8時30分開会
※開会式は町民体育館玄関前で行ないます。※開会式は町民体育館玄関前で行ないます。
町民体育館及びその周辺・スバル運動公園・町民体育館及びその周辺・スバル運動公園・
とね運動場とね運動場
町内在住・在勤者町内在住・在勤者（ウォーキングは除く）ウォーキングは除く）
無料無料（傷害保険は主催者が加入）傷害保険は主催者が加入）
大泉町教育委員会大泉町教育委員会
（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
大泉町体育協会大泉町体育協会
第22回大泉町民スポーツ・レクリエーション祭実行委員会第22回大泉町民スポーツ・レクリエーション祭実行委員会
7月17日7月17日（火）から8月10日から8月10日（金）までに町民体育館までに町民体育館へ
※ディスゲッターディスゲッター９、輪投げ、長なわ跳びは、当日自９、輪投げ、長なわ跳びは、当日自
　由参加とします。　由参加とします。
雨天の場合はウォーキングを除き屋内種目のみ実施雨天の場合はウォーキングを除き屋内種目のみ実施
参加者には参加賞がございます。1種目につき参加者には参加賞がございます。1種目につき
1個まで1個まで。
大泉町教育委員会 生涯学習課大泉町教育委員会 生涯学習課
☎63-3111☎63-3111（内線631）内線631）

9月2日（日）午前8時30分開会
※開会式は町民体育館玄関前で行ないます。
町民体育館及びその周辺・スバル運動公園・
とね運動場
町内在住・在勤者（ウォーキングは除く）
無料（傷害保険は主催者が加入）
大泉町教育委員会
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
大泉町体育協会
第22回大泉町民スポーツ・レクリエーション祭実行委員会
7月17日（火）から8月10日（金）までに町民体育館へ
※ディスゲッター９、輪投げ、長なわ跳びは、当日自
　由参加とします。
雨天の場合はウォーキングを除き屋内種目のみ実施
参加者には参加賞がございます。1種目につき
1個まで。
大泉町教育委員会 生涯学習課
☎63-3111（内線631）

●日　　時
●会　　場
●対 象 者
●募集人数
●参 加 費
●講　　師
●主　　催
●協　　力
●申込方法
●問 合 せ
●そ の 他

9月29日・10月6・13・20日　毎週土曜日 午後1時～2時30分9月29日・10月6・13・20日　毎週土曜日 午後1時～2時30分
町民体育館　アリーナ町民体育館　アリーナ
町内在住・在勤・在学者町内在住・在勤・在学者
30名30名
一般2,000円／中学生以下1,000円一般2,000円／中学生以下1,000円（1名・4回分）　1名・4回分）　
全日本玉入れ協会全日本玉入れ協会（AJTAAJTA）
（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
パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社
7月10日7月10日（火）午前9時から火）午前9時から町民体育館町民体育館窓口にて受付開始窓口にて受付開始
町民体育館　☎63-5250町民体育館　☎63-5250
運動に適した服装・上履き運動に適した服装・上履き（運動靴運動靴）・タオルを持参してください。・タオルを持参してください。
熱中症対策として水分をお持ちください。熱中症対策として水分をお持ちください。

9月29日・10月6・13・20日　毎週土曜日 午後1時～2時30分
町民体育館　アリーナ
町内在住・在勤・在学者
30名
一般2,000円／中学生以下1,000円（1名・4回分）　
全日本玉入れ協会（AJTA）
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社
7月10日（火）午前9時から町民体育館窓口にて受付開始
町民体育館　☎63-5250
運動に適した服装・上履き（運動靴）・タオルを持参してください。
熱中症対策として水分をお持ちください。

　第89回都市対抗野球大会に、北関東代表としてSUBARU野球部が、近畿地区代表としてパナソニック野球部が、　第89回都市対抗野球大会に、北関東代表としてSUBARU野球部が、近畿地区代表としてパナソニック野球部が、
本大会出場を決めました。本大会出場を決めました。
　7月13日(金)から東京ドームで行われる第89回都市対抗野球大会での活躍を期待します。　7月13日(金)から東京ドームで行われる第89回都市対抗野球大会での活躍を期待します。

　　　　　　試合予定：１回戦　SUBARU硬式野球部 VS 王子　　7月14日　　　　　　試合予定：１回戦　SUBARU硬式野球部 VS 王子　　7月14日（土）10土）10：30　30　
　　　　　　　　　　　　　　　パナソニック VS JR東海　　　　　　　　　　　　　　　パナソニック VS JR東海　　　　　　　　7月18日7月18日（水）18水）18：0000

　第89回都市対抗野球大会に、北関東代表としてSUBARU野球部が、近畿地区代表としてパナソニック野球部が、
本大会出場を決めました。
　7月13日(金)から東京ドームで行われる第89回都市対抗野球大会での活躍を期待します。

　　　　　　試合予定：１回戦　SUBARU硬式野球部 VS 王子　　7月14日（土）10：30　
　　　　　　　　　　　　　　　パナソニック VS JR東海　　　　7月18日（水）18：00

※一部変更になる場合がございます。

アジャタは、４人～６人の選手が、100個の玉（アジャタボール）を
バスケットに入れるまでの時間を競うタイムトライアルスポーツです。

おめでとう
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サッカー場

使用目的 単　位 料　金

ソフトボール場 1時間 320円

1時間 320円

とね運動場　料金表

私達ソフトボール協会の各種大会は、主にとね運動場と御
正作公園で行っています。各グラウンドは駐車場や用具庫
等の設備が整っており、使い易さを感じております。今後も
体力の向上に向けて活動をして参りたいと思います。

声

8月5日（日）午前9時開会
町民体育館
町内在住・在学者
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　

●日　　時
●会　　場
●対 象 者
●種 　 目

小学生男女シングルス　300円
中学生男女シングルス　400円
高校生男女シングルス　500円
大泉卓球クラブ
7月21日（土）までに、参加費を添えて町民体育館へ
大泉卓球クラブ 中村：☎63-6319

●参 加 費

●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

第34回大泉町学生卓球選手権大会

■男子75才以上　ダブルス
第３位：福田興司（大泉水曜会）

■シングルス
女子Bクラス
準優勝：杉本夏鈴（大泉JBC）

■シニア男子１位トーナメント
第３位：多田　稔（大泉卓球クラブ）
■女子２位トーナメント
優　勝：中村直子（大泉卓球クラブ）

■B2
第３位：桑野征夫（大泉ラージ）
■B5
第３位：今泉紀嘉（大泉卓遊会）
■B7
準優勝：櫻井美麗子（大泉ラージ）
■B9
準優勝：服部栄二（大泉ラージ）
■C1
第３位：稲垣照子（大泉グリーン）
■C6
準優勝：渡辺政和（大泉卓遊会）

■C8
優　勝：石原勝也（大泉卓遊会）
■D1
準優勝：庭野多喜雄（大泉ラージ）
■D4
準優勝：栗原真理子（大泉ラージ）
第３位：岩瀬善孝（大泉ラージ）

■シングルス 男子の部 ２位チーム（B4）
準優勝：尾城勇（大泉ラージ）
■シングルス 男子の部 ４位チーム（B2）
優　勝：山嵜静男（大泉ラージ）
■シングルス 男子の部 ３位チーム
第３位：渡辺政和（大泉卓遊会）
■シングルス 男子の部 ４位チーム　
準優勝：石原勝也（大泉卓遊会）
■シングルス 女子の部（G3）
優　勝：植村良子（大泉グリーン）
■シングルス 女子の部 １位チーム（G4）
第３位：櫻井美麗子（大泉ラージ）
■シングルス 女子の部 ３位チーム（G4）
優　勝：木村登美子（大泉ラージ）
■シングルス 女子の部 ４位チーム
優　勝：宮嵜とし（大泉卓遊会）

■混合ダブルス（B2）
第３位：桑野征夫・櫻井美麗子
　　　　　　　　　　　（大泉ラージ）

■シングルス　18組
準優勝：大川文子（尾島クラブ）

■男子ダブルス
優　勝：河上悠大・桒原慎（大泉JBC）
■女子ダブルス
準優勝：早野芽依・大里碧依（大泉JBC）

■男子団体戦  上位グループ
準優勝：神田勉（太田ラージA）
■女子団体戦  下位グループ
第３位：稲垣照子・植村良子
　　　　櫻井美麗子・本多明子
　　　　　　　（大泉グリーンクラブ）

第19回ダイハツ全国小学生
ABCバドミントン大会群馬県予選
5月26日（土）新田エアリスアリーナ

第37回日本シニアテニス全国大会
5月22日（火）・23日（水）

熊本県民総合運動公園内 パークドーム熊本

第12回館林オープン
ラージボール卓球大会

6月9日（土）　館林城沼総合体育館

第2回みどり市団体オープン
ラージボール卓球

6月17日（日）みどり市民体育館

第47回栃総体オープン
ラージボール卓球大会

6月13日（水）県南体育館主競技場

第22回群馬県スポーツ少年団
バドミントン交流会

6月17日（日）ALSOKぐんまアリーナ

第23回加須市こいのぼり卓球大会
6月3日（日） 加須市民体育館

第23回東毛ラージリーグ 
6月6日（水）太田市運動公園市民体育館

大　会　結　果

ご厚意ありがとうございます。
大泉晴謡会様から事業団にご寄付をいただきました。
大泉町のスポーツ・文化振興のため、有効に活用させていただきます。

8Sports &Culture Monthly Magazine
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