
12月7日（金）午後6時30分開演（6時開場）
一　 般 2,000円
高校生以下 1,000円
(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）

●主　催
●問合せ
★本公演の収益から経費を除いた全額が、大泉町社会福祉協議会を通じ日本
　赤十字社の７月豪雨災害義援金に寄付されます。

文化むら・大ホール
チケット発売：8月24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

◆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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●日　　時　9月27日、10月4・11・18・25日、
　　　　　　11月1・8・15・22・29日
　　　　　　毎週木曜日 計10回　午後1時30分～2時30分
●場　　所　町民体育館　
●対　　象　町内在住・在勤者
●募集人数　50人
●参 加 費　3,000円
●講　　師　Ichico（イチコ）先生
●主　　催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●申込方法　8月16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
●問 合 せ　町民体育館 ☎0276-63-5250
●そ の 他　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。

骨盤リンパストレッチ教室③平成30年7月豪雨災害チャリティーコンサート

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

リンパを流す為には、マッサージや運動、呼吸
など色々な方法があります。
その正しい方法を解りやすく、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！

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！

内容大泉町出身のピアニスト・志村和音がステージで実験を繰り出す、和音ラボ。
今もなお愛される作曲家の人柄や作品を、現代のフィルターを通してお届け
します。今年、没後 100 年となるフランスの大作曲家・ドビュッシーの美し
い作品の数々を紹介、その魅力に迫ります。クラシック音楽はちょっと、と
いう方から、クラシック・オタクの方まで楽しめる新感覚コンサート！

全席
自由

志村和音の和音ラボ
わ　 おん

「ドビュッシーの
　　魅力に迫る」
「ドビュッシーの
　　魅力に迫る」

【演奏曲目】
　月の光、夢、版画より、喜びの島、弦楽四重奏曲 ほか
　※曲目は変更になる場合がございます。

～ドビュッシー没後100年～

【 No. 】
【勤 務 地】
【職　　種】

【時 　間】

【求める人材】
【時　  給】
【待 遇 等】
【募集人員】
【採用期日】

町民体育館
窓口等（平日・土曜）

　　
　

　　　　　　　　　　
 

週３日勤務　月曜～土曜
8:30～15:30（6時間）
9:30～16:30（6時間）

のローテーション

※年間に数回、主催事業等で日曜、夜間等の出勤がございます。
明るい方・コミュニケーションが図れ、協調性があり、意欲のある方

平日昼850円、夜880円 ・ 休日昼950円、夜980円
年次有給休暇
若干名

平成30年10月予定

パートタイム準職員

 

① ②
文化むら

窓口等（平日・土曜）

　
　　　　　　　　　　

9:15～16:15（6時間）
8:30～15:30（6時間）
9:15～16:15（6時間）

のローテーション

【応募対象】町内外問いません　　【応募期間】平成30年8月21日～8月31日

週2～３日勤務(原則　月曜休館）
火曜～金曜
土曜

■応募方法等
 ・ 履歴書右上に希望する番号①か②を
   記入≪複数選択可≫、写真貼付
 ・ 履歴書は返却致しませんのでご了承
   ください（責任をもって処理いたします）
 ・ 当事業団では準職員雇用登録制度を
   採用しています
  （一定期間登録、次回選考対象と致し
   ます）　
 ・ 履歴書は総務課（文化むら内・月曜休
   館）まで、書類選考後ご連絡をいたし
   ます
■問合せ
　文化むら ☎0276-63-7733
　（午前9時～午後5時、月曜休館）

《お知らせ》　平成31年度正規職員の募集を行います。
詳しくはホームページ（www.bunkamura.or.jp/）またはフレッシュおおいずみ９月号をご覧ください。 
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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・小ホール

●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）

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

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

●ピアノ発表会                　　　　　　　　　　　　　　　　
　9月9日（日）午後1時30分開演（1時開場）（予定）
　入場料：無料
　問合せ：ムジカ・カーナバル ☎0284-41-2334（古澤）

●音楽発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　9月24日（月・祝）午後1時開演（0時50分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：小澤ピアノ教室 ☎090-3083-6258  

●創立30周年記念　　　　　　　　　　　　　　　　　　           
　第29回愛のチャリティー カラオケ舞踊ショー　　　　　　　　　
　9月30日（日）午前10時30分開演（10時開場）
　入場料：500円（全席自由）
　問合せ：東毛歌謡愛好会 ☎0276-62-4015（梅澤）

●西邑楽高校美術コース1・2年生展示会　　　　　　　　　　　　　
　9月22日（土）・23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：西邑楽高校 ☎0276-63-5851（松原）

●第23回現代水墨画 創翔会展　　　　　　　　　　　　　      
　9月28日（金）～9月30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：墨泉会 ☎090-7259-1079（原口）　　　

●月  茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　9月1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）

大ホール 展示ホール

茶室棟

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 9 月

9月の休館日
3日（月）・10日（月）・18日（火）・25日（火）

貸出会議のご案内
9月の貸出会議（31年4月分）は

○26日（水）午後6時　○第3研修室

バンド機材説明会のご案内
9月のバンド機材説明会は

○26日（水）午後6時30分　○第3研修室
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クリック

検 索文化むら

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

第5回 文化むら

避難訓練コンサート

全席
自由

入場
無料

9月22日（土）午後3時開演（2時開場）
文化むら・大ホール （       ）どなたでも

入場できます

西邑楽高校吹奏楽部 定期演奏会にて実施

(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
群馬県立西邑楽高等学校
文化むら
☎0276-63-7733 管理係まで
（午前9時～午後5時まで 月曜休館）

◆主　催
◆協　力
◆問合せ

公演中に災害が発生したと想定して、お客様にも避難訓練にご参加
いただくコンサートです。
今回は、西邑楽高等学校様のご厚意により、第31回西邑楽高校吹奏
楽部定期演奏会で実施します。
訓練終了後、再び西邑楽高校吹奏楽部による素晴らしい演奏をお楽
しみください。



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

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シンガーが
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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10月7日（日）午前8時50分開会
町民体育館
平成30年度大泉町バドミントン協会登録者。大会当日の登録可能。
一般男子（上級：町長杯）・（中級）・（初級）・シニア級
一般女子（上級：議長杯）・（中級）・（初級）・シニア級
中学生男子・中学生女子・小学生男子・小学生女子
※シニア級は大会当日に55才以上の方
一般・学生1,000円　シニア700円　小・中学生500円
※高校生以上は一般・学生とします。

大泉町体育協会
9月19日（水）までに「大泉町バドミントン協会事務局 
権田怜司」宛てまで郵送必着。　
〒370-0533 群馬県邑楽郡大泉町仙石1丁目16-6
※締切日を過ぎますと、受理しませんのでご注意願います。
※FAXは不可。体育館窓口も不可。参加費はすべて当日払い
　のため郵送しないでください。
大泉町バドミントン協会事務局（権田）
☎0276-62-9230（19～22時まで）

●日　　時
●会　　場
●対　　象
●種　　目

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第４１回大泉町総合ダブルスバドミントン大会

●日　　時

●場　　所

●対　　象

●募集人数
●参 加 費

 走り方教室

楽しく！ チアリーディング体験！

～持久走大会・
　町民マラソン大会に向けて～

持久走大会やマラソン大会に向けて練習をしている、これから始めたいと思っている
小学生のみなさんに走り方のコツをアドバイスします。楽しく汗を流しましょう！！

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！！

SUBARU陸上競技部

9月30日（日）
午前9時30分～11時30分　※10分前に集合
大泉町立東小学校
※雨天時は東小体育館にて実施。台風等荒天時は中止。
町内の小学生
※小学3年生以下の参加については保護者の同伴をお願いします。
40名
1人500円（スポーツ傷害保険料含む）

●講　　師
●主　　催
●申込方法

●問 合 せ
●そ の 他
 

SUBARU陸上競技部SUBARU陸上競技部
（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
8月17日8月17日（金）受付開始金）受付開始
参加費を添えて町民体育館へ参加費を添えて町民体育館へ
町民体育館 ☎63-5250町民体育館 ☎63-5250
運動に適した服装と運動靴を着用してください運動に適した服装と運動靴を着用してください。
飲物・タオル等各自ご用意ください。飲物・タオル等各自ご用意ください。

SUBARU陸上競技部
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
8月17日（金）受付開始
参加費を添えて町民体育館へ
町民体育館 ☎63-5250
運動に適した服装と運動靴を着用してください。
飲物・タオル等各自ご用意ください。

●日　　時
●場　　所
●対　　象
●募集人数
●参 加 費
●講　　師

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

●日　　時

●対　　戦
●場　　所
●参 加 費
●協　　力
●主　　催
●申込方法
●問 合 せ
●駐 車 場

平成30年9月24日平成30年9月24日（月・祝）　月・祝）　
入場開始 午前11時30分　試合開始 正午入場開始 午前11時30分　試合開始 正午
群馬銀行群馬銀行グリーンウイングス（グリーンウイングス（群馬群馬）VSVS．プレステージインターナショナル アランマーレ（．プレステージインターナショナル アランマーレ（山形） 山形） 
町民体育館　アリーナ町民体育館　アリーナ
一般500円　高校生以下無料 一般500円　高校生以下無料 ※2名以上での同時申込で1名100円引き※2名以上での同時申込で1名100円引き
群馬銀行／大泉町体育協会／大泉町バレーボール協会群馬銀行／大泉町体育協会／大泉町バレーボール協会
（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
8月17日8月17日（金）午前9時より町民体育館窓口にて金）午前9時より町民体育館窓口にて
町民体育館 ☎63-5250町民体育館 ☎63-5250
パナソニックNO.3駐車場パナソニックNO.3駐車場

平成30年9月24日（月・祝）　
入場開始 午前11時00分　試合開始 11時30分
群馬銀行グリーンウイングス（群馬）VS．プレステージインターナショナル アランマーレ（山形） 
町民体育館　アリーナ
一般500円　高校生以下無料 ※2名以上での同時申込で1名100円引き
大泉町体育協会／大泉町バレーボール協会
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
8月17日（金）午前9時より町民体育館窓口にて
町民体育館 ☎63-5250
パナソニックNO.3駐車場

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ
●そ の 他
 

（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
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窓口
にて受付中にて受付中
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）・飲み物・飲み物
（スポーツに適したものスポーツに適したもの）をご用意ください。をご用意ください。
※保護者の方も参観可能です。※保護者の方も参観可能です。

（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
にて受付中
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。

もっと速く走れる！

観るスポーツ!！
女子バレーボール “群馬銀行グリーンウイングスエキシビジョンマッチ”
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大　会　結　果

グロス入賞者区　分
ベストグロス賞（男子）
ベストグロス賞（女子）
ベストグロス賞（シニア）
ドラコン賞（アウト）
ドラコン賞（イン）
ニアピン賞（アウト）
ニアピン賞（イン）

市川　　誉
秋田たまみ
峯﨑　俊充
内田　髙広
髙橋　光紀
髙橋　康夫
伴場　武男

78.0
82.0
80.0

平成30年6月21日（木） 鳳凰ゴルフ倶楽部第33回（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団ゴルフ大会

トビ賞
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃

第 20 位
第 30 位
第 40 位
第 50 位
第 60 位
第 70 位
第 80 位
第 90 位
第100位
第110位
第120位

74.4
75.2
76.0
76.6
77.4
78.6
79.2
80.8
82.4
83.8
87.2

橋本　　修
備前島功雄
大谷　　渉
原島　秀人
平田　秀明
諏訪久美子
岩本　達典
堀口　克則
長沢　尚文
都丸　宣和
阿左見隆志

ネット順　位 入賞者
70.6
71.6
72.4
72.8
73.0
73.2
73.4
73.8
73.8
73.8
74.6

優 　 勝
準 優 勝
第 ３ 位
第 ４ 位
第 ５ 位
第 ６ 位
第 ７ 位
第 ８ 位
第 ９ 位
第　10　位
当日賞  第21位

ネット順　位 入賞者
齋　　雄一
内田　達也
秋田たまみ
峯﨑　俊充
阿部　欣也
髙橋　光紀
髙橋　　昇
齋藤　　功
長田　芳紀
伴場　武男
白浜　勝行

～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
●日　　時

●場　　所
●対 　 象
●募集人数
●参 加 費
●講　　師

9月29日・10月6・13・20日9月29日・10月6・13・20日
毎週土曜日 午後1時～2時30分毎週土曜日 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）

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）

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ
●そ の 他

（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
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窓口に
て受付中て受付中
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・タオル
を持参してください。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。

（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
て受付中
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。

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。

■小学6年女子組手
第３位：根岸美優（大泉西小）

■高学年女子組手
準優勝：根岸美優（大泉西小）

ミックスダブルス
■１位G
優　勝：須藤新哉・植村良子
準優勝：山嵜静男・澤田良子
第３位：高溝久明・桝井絹代
■２位G
優　勝：桑野征夫・小林佐智子
■３位G
優　勝：横山一雄・今谷まさ子
■４位G
優　勝：新井朝之丈・櫻井美麗子
■５位G
優　勝：川崎佳克・伊東節子

■女子個人形
優　勝：清水那月（同志社大学）

■個人戦（5本×4R）6m競技の部　
優　勝：渋沢次男（東吹クラブ）130点
準優勝：上武邑子（吉田西吹矢愛好会）122点
第３位：飯塚誠一（東吹クラブ）114点
第３位：川島茂利（吉田西吹矢愛好会）114点
■8m競技の部
優　勝：関田展一（ふれあいセンター吉田）126点
準優勝：金子三夫（東吹クラブ）120点
第３位：土肥文江（東吹クラブ）118点
第３位：八山美明（東吹クラブ）118点
第３位：竹脇みね子（ふれあいセンター吉田）118点
■アクティブ競技の部（7・10・8・6・9）
優　勝：松澤照二（東吹クラブ）128点
準優勝：石井靖夫（住吉吹矢同好会）128点
第３位：阿部キソ（東吹クラブ）120点
■団体戦（7メートル・2R）
優　勝：選抜混成チーム　130点
　　　　眞下規与枝・武内万代子・　
　　　　川島薫・後藤修一・新井章信
準優勝：住吉吹矢同好会 Aチーム 120点
　　　　大友政美・大友幸恵・矢嶋利昭
　　　　荻原澄江・石井靖夫
第３位：東吹D・レディス 120点
　　　　土肥文江・根本静子・高溝政江
　　　　宮嵜とし・阿部キソ

■一般男子ダブルス
優　勝：中本明広（サムデイ）
　　　　若林孝（サムデイ）
準優勝：野口寛（大泉BB）
　　　　黒住将人（EARLY）

■シングルス
16組 準優勝：服部栄二（大泉ラージ）
17組 第３位：渡辺政和（大泉卓遊会）
20組 優　勝：庭野多喜雄（大泉ラージ）
22組 第３位：大川文子（尾島クラブ）
30組 優　勝：宮嵜とし（大泉卓遊会）

■男子個人形
準優勝：松沼楽久（大泉北中） 
■男子個人組手
優　勝：根岸慶人（大泉西中）

■女子シングルス　ゴールド
第３位：植村良子（大泉グリーンクラブ）

■混合ダブルス139才以下Dブロック
優　勝：大川文子（尾島クラブ）

第３位：川島恒夫（フレンド）
　　　　今村正芳（健康クラブ）
■一般女子ダブルス
優　勝：若林綾乃（サムデイ）
　　　　遠藤紘子（サムデイ）
準優勝：山崎陽子（トマト水）
　　　　子安智子（トマト金）
第３位：太田順子（大泉BB） 
　　　　白田由佳（大泉BB） 
■小学生高学年シングルス
優　勝：小林魁翔（大泉東小）
準優勝：太田英花（大泉西小）
第３位：大野優華（大泉南小）
■小学生低学年シングルス
優　勝：小熊宏尚（大泉東小）
準優勝：角張夢丸（大泉東小）
第３位：小林瑠華（大泉東小）

■混合ダブルス131才以上4ブロック
第３位：大川文子（尾島クラブ）
■女子ダブルス121才以上2ブロック
優　勝：大川文子（尾島クラブ）

第2回レディース空手道東毛大会
6月3日（日）館林市城沼総合体育館

第10回 大泉町健康吹矢交流大会
6月24日（日） 太田市沢野行政センター ホール

第38回大泉町民テニス大会 
7月1日（日）南公園テニスコート

第47回シニアラージ卓球館林Sリーグ
7月10日（火） 館林市城沼総合体育館

第62回全日本学生空手道選手権大会
6月24日（日） 愛知県体育館

第53回群馬県空手道選手権大会
4月22日（日） ALSOKぐんま武道館

第2回レディース空手道東毛大会
6月3日（日） 館林市城沼総合体育館

第71回交歓ダブルス大会
（大泉ラージ卓球クラブ）

6月23日（土） 大泉町民体育館 サブアリーナ

第39回群馬県中学生空手道選手権大会兼
第21回関東中学生空手道選手権大会 群馬県予選会

7月16日（月） ぐんま武道館

平成30年度全国オープン
榛名新卓球フェスティバルin前橋
7月18日（水） ヤマト市民体育館

第18回小山オープン
ラージボール卓球近県大会
7月21日（土） 県立県南体育館

第14回大日光オープン
ダブルス卓球大会

7月8日（日） 日光市大沢地区センター体育館（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）

大泉町代表選手は
左記３名に決定いた
しました。
ご健闘をお祈りいた
します。

平成30年7月24日（火） 白水ゴルフ倶楽部

第30回群馬県市町村地区対抗ゴルフ選手権大会大泉町予選会

第 １ 位
第 ２ 位
第 ３ 位

75
82
83

松本　博史
舘野　智行
川島　正夫

グロス順　　位 入 賞 者
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