
◆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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町民体育館玄関前集合
11月18日（日）（雨天決行）午前9時開会開会終了後スタート

 

正規職員

【応募対象】町内外問いません　　【応募期間】平成30年10月18日～10月31日

【職　種】○経理・庶務などの業務
　　　　　○事業団主催事業の企画運営
　　　　　○施設管理業務
【勤務地】町民体育館・文化むら
【時　間】原則週５日間、1日7時間45分勤務
　　　　　Ａ 8：30～17：15　Ｂ13：15～22：00 
　　　　　配属により異なります
【給　与】お問い合わせください   
【諸手当】通勤手当、扶養手当など   

■応募方法等　・写真貼付の履歴書（自筆・書式任意）を総務課（文化むら内・月曜休館）までお持ちください。
　　　　　　　　（事情のある方は、お問い合わせください）1次選考後通知いたします
　　　　　　　・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）　　　　　
■問合せ：文化むら ☎0276-63-7733（午前9時～午後5時、月曜休館）

【応募資格（①及び②の要件を満たす方）】
　　①大学・大学院卒業又は、卒業見込みの方　
　　②平成元年4月2日以降に生まれた方
　　※会計・経理の経験、幅広い分野での社会人経験
　　　のある方歓迎致します
【選考方法】　   
　１次選考：書類審査   
　２次選考：筆記試験(教養・適正)、面接審査 
【採用期日】平成31年4月予定
【募集人員】若干名   

●対　　象

●参 加 費
●主　　催

今年もウォークは文化むらにて保健福祉まつりをお楽しみいただきます。

健康な方ならどなたでも参加できます。
但し、小学生以下は保護者または引率者の同伴
が必要です。
1人700円・小学生以下100円（傷害保険含む）
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
大泉ウォーキング協会／群馬県ウォーキング協会

●申込方法

●問 合 せ
●そ の 他    

参加費を添え10月21日（日）までに町民体育館へ
※当日参加も可。但し、参加賞を配布できない場合があります。
町民体育館 ☎0276-63-5250
・弁当（健脚コース）・雨具・ゴミ袋を持参してください。

・車でお越しの方はパナソニック㈱正門前No.3駐車場（予定）を
　ご利用ください。

健脚コース（10㎞）

いずみ総合公園町民体育館―いずみ緑道―
町民野球場―利根川土手－高徳寺―
文化むら(昼食・休憩・見学／１時間半)―
いずみ緑道―いずみ総合公園町民体育館

ファミリーコース（6㎞）団体歩行
いずみ総合公園町民体育館―いずみ緑道―
文化むら(休憩・見学／１時間)―いずみ緑道―
いずみ総合公園町民体育館

道中、おおいずみまちウォーキングマップの
一部区間を通過します！

第25回大泉健康ウォーク大会
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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！

※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

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



〒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

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
0276-80-9311

●第31回民謡民舞発表会       　　　　　          
　10月6日（土）午後1時開演（0時30分開場）　　　
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：大泉町民謡連盟 ☎0276-62-4834（高橋）
●ルーデンス合奏団　第37回定期演奏会       　　　　　          
　10月8日（月・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：ルーデンス合奏団 ☎0276-88-2331（田代）
　ホームページ=http://www.geocities.co.jp/ensemble_ludens/teien.html
●第17回大泉マンドリンコンサート『マンドリンとステキな仲間たち』
　10月14日（日）午後2時開演（1時30分開場）
　入場料：500円（全席自由）
　問合せ：大泉マンドリンクラブ ☎0276-62-7559（森）
●第34回公利連　ミニ展示＆ミニコンサート
　○ミニコンサート【大ホール】
　　10月21日（日）午後1時開演（0時30分開場）
　　入場料：500円（コーヒー付）
　　特別ゲスト＝ミゲル＆ロサーナ（ギター演奏）
　　「ギターで奏でる世界紀行」
　　曲目＝「シェリト・リンド」
　　　　　「ミスノーチェスシンティ」
　　　　　「アランフェス協奏曲」ほか
　○ミニ展示【大ホール棟展示コーナー】
　　10月20日（土）・21日（日）午前10時～午後5時（最終日は4時）
　　入場料：無料
　主　催：大泉町公民館利用サークル連絡協議会
　問合せ：大泉町公民館 ☎0276-62-2330

●西中学校　合唱コンクール　　　　　　　　　　　　　　　　　    
　10月26日（金）午前9時10分開演（9時開場）
   入場料：無料（全席自由）
　問合せ：大泉町立西中学校 ☎0276-63-8505

●小林孝至 絵画展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　10月11日（木）～14日（日）午前10時～午後6時（最終日は午後5時まで）
　入場料：無料
　問合せ：☎0276-73-2243（小林）
●MOA美術館　大泉児童作品展　　　　  　　　　　　　        　　  
　10月20日（土）・21日（日）午前10時～午後5時（最終日は午後3時30分まで）
　入場料：無料
　主　催：MOA美術館（公益財団法人 岡田茂吉美術文化財団）
　　　　　MOA美術館大泉児童作品展実行委員会
　問合せ：実行委員会 ☎0276-63-0825（永島）

●お茶体験教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　10月6日（土）午後1時～3時
　入場料：無料（どなたでもご参加いただけます）
　問合せ：広翠会 ☎0276-62-4360（川島）

●月  茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　10月6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

母屋

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 10月

10月の休館日
1日（月）・9日（火）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

貸出会議のご案内
10月の貸出会議（31年5月分）は

○25日（木）午後6時　○第3研修室

バンド機材説明会のご案内
10月のバンド機材説明会は

○25日（木）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。



TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店
0276-63-2622

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

平成30年7月豪雨災害チャリティーコンサート

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
かず　ね

「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～
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）

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

第9回 文化むら
カラオケ選手権大会

2月10日（日）午後1時30分開演（1時開場）

2019

文化むら・大ホール

審査委員長 徳久広司

●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)

【予選参加要領】
・予選参加募集期間：10月10日（水）～11月30日（金）
・応募用紙に記入の上、予選用デモテープ（応募者本人が歌っ
　た曲を録音したカセットテープ、CD）と歌詞カードに予選参加
　費1,000円を添えて文化むら窓口にご提出ください。
※録音した物には応募者名と曲名を必ず明記してください。
※応募用紙は文化むら窓口でお受け取りいただくか、文化むらホー
　ムページからダウンロードしてください。
※ご提出いただいたテープ類は、返却できませんのでご了承ください。
・応募状況に応じて、大泉在住者枠を設けます。
・応募資格：住所や年齢など関係なくご応募いただけますが、歌
　手や歌唱指導を職業とされている方はご応募いただけません。
・審査結果は12月26日（水）頃に発送する予定です。
【予選に合格した場合】
・本選参加料は10,000円です。（本選の入場券10枚をお渡しします）
・カラオケは主催者が用意する通信カラオケを使用します。　
　参加者は本選前日のリハーサルにご参加いただき、キーコン
　トロールの調整等を行っていただきます。
その他、ご応募についての詳細は、文化むら窓口備え付けの応
募用紙をご覧いただくか、文化むらホームページにてご確認く
ださい。

代表作 新沼謙治「ヘッドライト」、
門倉有希「ノラ」を作曲した徳久広
司氏［歌手･作曲家］を審査員に迎
えます。
あなたも文化むら大ホールで、自慢
ののどを披露してみませんか？
予選（テープ審査）
合格者25名が競う
選手権大会です。

クリック

検 索文化むら

http://www.bunkamura.or.jp/1,000円全席自由 （高校生以下無料）

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

出演団体（出演予定順）
大泉保育福祉専門学校、みよし保育園、きらきら賛歌、
西邑楽高校音楽部、コーラスひまわり、リアルボイス★めっかる、
コールロッホ、大泉混声合唱団、
おうら少年少女合唱隊SING！（招待団体）、
大泉町立北・南・西中学校
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9月23日（日）午前9時開始　雨天時9月30日（日）に順延
南公園テニスコート
町内在住・在勤・在学者および平成30年度大泉町テ
ニス協会員
県A登録（過去県A経験含む）同士の参加は不可
協会員ペア　一般 1,500円
協会員と非協会員ペア 1,750円
非協会員ペア 2,000円
※スポーツ保険の加入はありません。
大泉町体育協会テニス部
参加費を添えて9月1日（土）から9月16日（日）午後3
時までに町民体育館へ
☎090-4962-1810（對比地） ☎61-1190（若林）
平日の問合せは18時以降　　

●日　　時
●会　　場
●対　　象

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第21回大泉町ミックスダブルステニス大会（硬式テニス）

(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団では、平成30年度の強化指定団体・育成指定団体を決定し、8月7日(火)大泉町文化むら
において理事長 川田登志雄より指定書の交付、及び強化費・育成費の贈呈を行いました。本町におけるスポーツ及び文化活動
の普及、活性化のため、今後のご活躍を期待いたします。

●特別強化指定団体　パナソニック ワイルドナイツ  部長  飯島　　均
●一般強化指定団体　大泉剛柔会　　　　　　　　 代表  坂本　健治
●育 成 指 定 団 体　BLAZE　　　　  　　　　　 代表  小山　美幸

●育成・指定団体　リアルボイス★めっかる　　  代表  塗木　誠哉

10月28日（日）午前8時30分開会
町民体育館
大泉町バレーボール協会が認めたチーム（高校生を除く）
中学生男子・中学生女子・ミセス

●日 時
●会 場
●対 象
●種　　目

4,000円（大会当日納入のこと）＊中学生は無料
申込用紙に記入の上、10月1日（月）までに町民体育館へ
大泉町バレーボール協会 事務局
☎090-4188-7243（熊谷）

●参 加 費
●申込方法
●問 合 せ

11月7日（水）午前7時スタート
太田双葉カントリークラブ
200名（定員になり次第締め切り）
①参加費　　2,500円
　　　　　　申し込み時（参加賞・賞品代等含む）
②プレー費　6,500円
　　　　　　当日各自精算（乗用カート代・昼食代・
　　　　　　ワンドリンク含む※グラスビール可）
大泉町体育協会
9月17日（月）午前9時～10月15日（月）
午後5時までに町民体育館へ
※4人１組で参加費を添えて申し込みください。
※電話による申し込みは、お受け致しません。
☎090-2552-6562（体育協会・川田）
☎090-7253-9109（体育協会・相川）

●日 時
●会 場
●募集人数
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第24回 大泉町体育協会ゴルフ大会

平成30年度  スポーツ文化団体 強化・育成指定

スポーツ
関係

文化関係

第34回大泉町バレーボール総合選手権大会

●日　　時

●場　　所

●対　　象

●募集人数
●参 加 費

 走り方教室～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！！

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）から受付中金）から受付中
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）から受付中
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。

もっと速く走れる！
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■62kg級
優　勝：石井亜海（安部学院）

■男子A級
優　勝：杉本晴輝（大泉JBC）
　　　　松本　悠（大泉JBC）
■男子C級
優　勝：河上悠大（大泉JBC）
　　　　桒原　慎（大泉JBC）
準優勝：奥津泉吹（大泉JBC）
　　　　奥津陽向（大泉JBC）
■女子A級
優　勝：布川裕子（大泉JBC）
　　　　藤井真奈美（大泉JBC）
準優勝：早野千尋（大泉JBC）
　　　　河上莉央（大泉JBC）
■女子B級
優　勝：大里碧依（大泉JBC）
　　　　早野芽依（大泉JBC）

準優勝：須藤希望（大泉JBC）
　　　　澤田美穂（大泉JBC）
■女子C級
優　勝：氏家捺妃（大泉JBC）
　　　　久保田暖乃（大泉JBC）
準優勝：恩田絋菜（大泉JBC）
　　　　権田美奈（大泉JBC）

■小学生女子シングルス
優　勝：仲川帆南（大泉西小）
■中学生男子シングルス１位T
優　勝：千吉良怜（大泉南中）
準優勝：新井誠司（大泉南中）
第３位：進藤信太郎（大泉南中） 
第３位：深川智也（大泉西中）
■中学生男子シングルス２位T
優　勝：星野煌雅（大泉西中）
準優勝：鯉沼央人（大泉西中）
第３位：森田想也（大泉北中）
第３位：石井僚力（大泉北中）
■中学生男子シングルス３位T
優　勝：久保田雄斗（大泉西中）
準優勝：町田奏多（大泉西中）
第３位：小池琉聖（大泉南中）
第３位：進藤信次郎（大泉南中）
■中学生男子シングルス４位T
優　勝：柏原理人（大泉西中）
準優勝：森尻晃成（大泉南中）
第３位：関口祐生（大泉北中）
第３位：武島陸人（大泉北中）

■６年男子ダブルス
優　勝：河上悠大（大泉JBC）
　　　　桒原　慎（大泉JBC）
■６年女子ダブルス
準優勝：早野芽依（大泉JBC）
　　　　大里碧依（大泉JBC）
第３位：竹尾萌々花（大泉JBC）
　　　　中村風花（大泉JBC）
■５年女子ダブルス
第３位：権田悠奈（大泉JBC）
　　　　澤田玲乃（大泉JBC）
■４年女子ダブルス
第３位：権田美奈（大泉JBC）
　　　　恩田紘菜（大泉JBC）
第３位：新井真菜（大泉JBC）
　　　　山本佑月（大泉JBC）
■５年女子シングルス
第３位：須藤希望（大泉JBC）
■４年女子シングルス
第３位：杉本夏鈴（大泉JBC）

■中学生女子形
優　勝：青木紀樺（大泉剛柔会）
■中学生女子形
準優勝：福田茉耶（大泉剛柔会）

■中学生女子シングルス１位Ｔ
優　勝：髙野朱希（シュエット）
準優勝：村田妃那（大泉南中）
第３位：藤井愛実（大泉南中）
第３位：高橋萌花（大泉南中）
■中学生女子シングルス２位Ｔ
優　勝：佐藤李音（大泉南中）
準優勝：澤田彩花（大泉北中）
第３位：村越千佳（大泉北中）
第３位：田部井心優（大泉南中）
■中学生女子シングルス３位Ｔ
優　勝：金子瑳耶（大泉南中）
準優勝：澤田優花（大泉北中）
第３位：堀本菜央（大泉西中）
第３位：鶴田星（大泉西中）
■中学生女子シングルス４位Ｔ
優　勝：篠原里奈（大泉北中）
準優勝：室岡美加（大泉北中）
第３位：江原芽依（大泉北中）
第３位：山下葵（大泉西中）
■高校生女子シングルス
第３位：関口美咲（大泉高校）
第３位：栗原愛奈（大泉高校）

■シングルス
優　勝：多田稔
準優勝：藍原昂紀
第３位：雨宮太希
　　　：島田一馬

邑楽郡バドミントンダブルス大会
8月5日（日） 邑楽町民体育館

第34回大泉町学生卓球選手権大会
8月5日（日） 町民体育館

大　会　結　果

10月13日（土）午前9時開始　雨天時10月20日（土）
南公園テニスコート
町内在住・在勤及び平成30年度大泉町テニス協会員
（いずれの方も平成30年12月31日に男子50歳以上、
女子45歳以上に達している方）
1人900円・協会登録者1人600円
大泉町テニス協会
参加費を添えて9月15日（土）～10月6日（土）
午後3時までに町民体育館へ
☎090-4962-1810（對比地）
☎0276-61-1190（若林）
平日の問合せは18時以降　　

●日 時
●会 場
●対 象

●参 加 費
●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

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 第16回大泉町シニアダブルステニス大会

平成30年度全国高等学校総合体育大会
レスリング競技

8月5日（日）～6日（月） 三重県津市・メッセウイング・みえ

第27回全国小学生バドミントン大会
群馬県予選会

8月25日（土） 太田市新田エアリスアリーナ

平成30年度全日本空手道剛柔会全国大会
8月25日（土） 流山市民総合体育館

（キッコーマンアリーナ）

平成30年 第34回大泉クラブ杯
争奪卓球大会

8月5日（日） 町民体育館

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

ご好意ありがとうございます！
　8月7日（火）ゴルフ大会実行委員会から（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団に
対しまして、102,354円の寄付を頂きました。大泉町のスポーツ・文化振興の為に
使わせていただきます。
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