
◆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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ごあいさつ 公益財団法人 大泉町スポーツ文化振興事業団
理事長 川田 登志雄

　新年あけましておめでとうございます。皆さま方におかれましては、健やかなる新春をお迎えになられ
ていることと、心からお慶び申し上げます。日頃より町民の皆さまのご支援とご協力を賜り、心から厚く
お礼を申し上げます。

　平成30年を振り返りますと漢字一字は「災」でありました。地震、豪雨などの災害が多く当事業団が管理する施設にお
いても被害がもたらされました。今年も「備え有れば憂（うれ）い無し」防災対策はじめ危機管理により一層注力してまいり
たいと存じます。
　今年は平成の時代が終わり、新たな元号が生まれ、ラグビーワールドカップ、翌年に控えた2020年東京オリンピック、文化
むら開館30周年という節目の年となります。そうした時代の流れの中で、私たちは魅力ある事業提供と施設運営に尽力して
まいります。最後になりましたが、町民の皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

初心者ヴァイオリン合奏教室

クリック

検 索文化むら

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

●練 習 日

●募集対象

●募集人数
●募集開始
●受 講 料
●申込方法

●会　　場
●主　　催
●問　合　せ

４月３日～１年間（水曜日、全44回）
午後７時30分～９時
新高校生～成人
（原則として１年間継続できる方）
25名（先着順）
１月12日（土）～定員になり次第締切り
月額3,600円 ※教材費（教本、弦、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
　•FAX 0276-63-7747　•メール jigyo@bunkamura.or.jp
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 展示ホール棟 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）　

来春、高校生になる方から成人の方を対象に
「初心者ヴァイオリン合奏教室」を実施します。
ご希望の方には期間中、無料でヴァイオリンを
貸し出します。（自宅に持ち帰れます）
楽器経験の無い方も参加できます。

おとな向け 平成31年度
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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

クリック

検 索文化むら

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

◆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25日（土）午後のみ　２台ピアノの部は26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15日（金）～3月31日（日）
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）

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
第12回文化むら
みんなで創る参加型イベント 参加者募集！

5月25日（土）・26日（日）
午前9時30分～午後6時（予定）

文化むら・大ホール

３月２日（土）に開催予定の
古澤巌ヴァイオリンの夜 in 文化むら

第27期シリーズ Vol.2 スプリングパーティー
の入場券は完売となりました。

当日券はございませんのでご了承ください。

「 「



TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店
0276-63-2622

●大泉保育福祉専門学校　第42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、
手話を交えた合唱、恐竜の世界をイメージした演目、子ども向
けダンス、南中ソーラン等を行います。
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・射的）や、造形製作物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。
　2月23日（土）午後1時30分開演（午後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
　ホームページ：http://www.oizumihosen.ac.jp/

●群馬県立西邑楽高等学校 芸術科音楽コース 
　第17回卒業記念演奏会　　　　　　　　　　
　2月2日（土）午後2時開演（1時30分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：西邑楽高校 ☎0276-63-5851
●第49回群馬県高等学校ギター・マンドリン コンクール　　　　　 　　
　県内6校のギター・マンドリン部員約190名が集い1年間の
　練習成果を発表します。高校生の情熱のこもった美しく繊細な
　音色をお聴かせできると思いますので、是非お出かけください。
　2月11日（月・祝）午後1時開演（0時30分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：群馬県高等学校ギター・マンドリン連盟事務局
　 　　　（渋川女子高校内）☎0279-22-4148（竹本）
●第36回公利連サークルフェスティバル　　　　　　　　　　　　　　
　●コンサート　2月17日（日）
　　午後1時開演（0時30分開場）
　　入場料：200円（コーヒー券付、全席自由）
　　公利連加盟音楽団体によるコンサート及び東毛歌謡愛好会
　　ミニリサイタル
　●展示　2月16日（土）・17日（日）
　　午前10時～午後5時（最終日は午後4時まで）
　　会　場：展示ホール棟・展示コーナー
　　　　　　大ホール棟展示コーナー
　　　　　　※2月17日（日）手づくりお菓子販売があります。
　　共　催：大泉町公民館
　　　　　　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

●税理士会 館林支部の還付申告無料相談（予約制）　　　　　
　2月8日（金）・9日（土）
　午前10時～午後0時30分　午後1時30分～4時
　予約方法：1月10日（木）～31日（木）（土日祝を除く）
　　　　　　午前10時～正午または午後1時～4時
　　　　　　☎0276-71-1122（税理士会 館林支部）　まで
　相談内容：医療費控除、住宅ローン控除など簡易な申告内容と
　　　　　　します。

　　　　　　　　　　　　　　
●月  茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 
　2月2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

研修室

茶室棟

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 2 月

2月の休館日
4日（月）・12日（火）・18日（月）・25日（月）

バンド機材説明会のご案内
2月のバンド機材説明会は

○26日（火）午後6時30分　○第3研修室

貸出会議のご案内
2月の貸出会議（31年9月分）は

○26日（火）午後６時　○第3研修室

文化事業支援のお知らせ (公財)大泉町スポーツ文化振興事業団では、平成31年度中に実施する文化
事業で、大泉町民を対象に実施する団体の活動費の一部を支援いたします。

クリック

検 索文化むら

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

大泉町内に活動拠点を置き、代表者および事務局が町内で、
10名以上（うち、2分の1以上が大泉町在住者）の構成員数を
有し、文化事業支援基準を満たす団体
平成31年4月2日（火）～5月31日（金）
文化むら（午前9時～午後5時、月曜休館）

●対　　象

●申請期間
●申請場所

申請書等の詳細は文化むらホームページを
ご覧ください。
文化むら
☎0276-63-7733
(月曜休館)

●そ の 他

●問 合 せ
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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

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

(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）

●主　催
●問合せ

1月27日（日）午後5時開演（8時10分終演予定）

2019

文化むら・小ホール

前売 1,300円／当日 1,500円
ワン・ドリンク付き（オールドリンク対象）

全席
自由

久保田恵子とBad Apple ／ All OK’s
りりぃばんど ／ MORIKO☆mickey
座 Koi-Band

アマチュアバンド 飲みながら、食べながら、
文化むら小ホールで楽しむ
旬なバンドのホットなパフォーマンス！

クリック

検 索文化むら

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

全席
自由

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。

去る12月7日(金)に開催した
チャリティーコンサート「志村
和音の和音ラボ～ドビュッシー
の魅力に迫る」の売上と、公
演当日ロビーに設置した募金
箱にご投入いただいた金額、
計367,650円を、大泉町社会
福祉協議会を通じて日本赤十
字社の平成30年7月豪雨災害
義援金とさせていただきまし
た。被災地の一日も早い復興をお祈りするとともに、
皆様のご厚意に心から感謝申し上げます。

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

●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)

1,000円
（高校生以下無料）

審査委員長 徳久広司
歌のゲスト
浅野英子

参加者募集は締め切りました

出演予定バンド

4Sports &Culture Monthly Magazine



スキーバッジテスト

第１回　1月20日（日）
第２回　2月17日（日）
町民体育館前駐車場　午前4時50分集合
第１回　水上宝台樹スキー場
第２回　オグナほたかスキー場
どなたでも参加できます。
ただし、小学4年生以下は保護者同伴
先着各50名（定員になり次第締切）
大人・子供とも　5,000円
（バス代・保険料含む。リフト代・食事代・
レンタル代は別）
大泉町体育協会
参加費を添え、町民体育館へ
※電話予約は受け付けません。
第１回　1月13日（日）
第２回　2月10日（日）
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）

●日 時

●場　　所

●対　　象

●定　　員
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●締　　切

●問 合 せ

2月10日（日）午前９時開会
大泉町いずみ総合公園町民体育館
邑楽郡内在住・在学・在勤者
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
一般男女シングルス
30男子シングルス
40男子シングルス
50男子シングルス
OG（30歳以上）シングルス
ラージ男女シングルス
オープン男女団体
小学生男女シングルス 400円
中学生男女シングルス 500円
その他男女シングルス（高校生含む） 600円
男女オープン団体 1,500円
邑楽郡卓球協会（主管 大泉卓球クラブ）
参加費を添え、1月19日（土）までに町民体育館へ
大泉卓球クラブ　中村：☎63-6319

●日 時
●会　　場
●参加資格
●種　　目

●参 加 費

●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

第36回邑楽郡卓球選手権大会 大泉スキークラブ・スキー＆スノーボードパス
第1回は水上宝台樹スキー場に、第2回はオグナほたかス
キー場へ行きます。各回とも、初心者から上級者まで楽し
んでいただけるよう、希望者には無料でスキーレッスンを
します。家族での参加も大歓迎です。

●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３日（日）町民体育館前駐車場 午前５時集合（現地集合可）
ホワイトワールド尾瀬岩鞍（利根郡片品村）
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24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

3,000円

2級

5,000円

2,200円

3級

4,000円

1,800円

4級

3,000円

1,300円

5級

3,000円

1,100円

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

事業団総務課（月曜休館） ☎0276-63-7733

しています
大サイズ又は、小サイズ
1年間（継続は年単位で可能）
大サイズ  月額6,000円
《年一括払い 66,000円》
小サイズ  月額3,000円
《年一括払い 33,000円》

□募 集 枠
□掲載期間
□掲載料金

お問い合わせ先

広 告 募 集

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
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優　勝：森直衛（朝日）
準優勝：横石敬男（吉田）
第３位：栗原満（吉田）

■男子の部
準優勝：吉田光親（大泉GG協会）

■男子シングルス　１位グループ
準優勝：菱山弘司（尾島クラブ）
■男子シングルス　２位グループ
第３位：宮嵜とし
■男子シングルス　3位グループ　
準優勝：服部栄二（大泉ラージ）
■女子シングルス　1位グループ　
第３位：大川文子（尾島クラブ）

■ミックスダブルス　2位グループ
準優勝：神田勉（K2）
　　　　神田奈美枝（K2）
■ミックスダブルス　3位グループ
第３位：須藤新哉（大泉ラージ）
　　　　川島照子（大泉ラージ）
■ミックスダブルス　4位グループ
準優勝：田村直司

■女子ダブルス　3ブロック
準優勝：大川文子（LYDK）

■ジョギングの部（1.5km）
優　勝：河南佑有　　   5′45″
準優勝：桜井倫太郎　　5′54″
第３位：神野想士郎　　5′59″
■小学生女子の部（3km）
優　勝：河南萌生 　　15′21″

第３位：金子威夫 　　19′38″
■40才代男子の部（5km）
優　勝：神野将良　 　16′29″
準優勝：石井浩行 　　17′38″
第３位：齊藤隆久　　 17′42″
■50才代男子の部（5km）
優　勝：中村計二　　 19′56″
準優勝：奥林政則 　　20′05″
第３位：中本明広 　　21′07″
■60才以上男子の部（5km）
優　勝：高橋秀雄 　　19′54″
準優勝：川島修 　　　20′28″
第３位：森初夫　 　　21′11″

■男子形　小学1年生
優　勝：松沼楽久（大泉北中）
■女子形　小学2年生
第３位：代田友紀（大泉北中）

準優勝：内山莉香 　　16′23″
第３位：小久保遥夏 　16′42″
■小学生男子の部（3km）
優　勝：木野剣芯 　　13′49″
準優勝：馬場健斗 　　14′07″
第３位：太田翔眞 　　14′52″
■中学生女子の部（3km）
優　勝：河野愛沙美 　13′04″
準優勝：中谷佳乃 　　13′25″
第３位：神保愛　 　　14′16″
■中学生男子の部（3km）
優　勝：村田幸翼 　　11′49″
準優勝：鹿沼晴希 　　13′00″
第３位：鈴木康太 　　13′21″
■一般女子の部（5km）
優　勝：森悠華 　　　20′24″
準優勝：福田姫歌 　　21′25″
第３位：斉藤光江 　　23′07″
■39才以下男子の部（5km）
優　勝：神保佑　 　　17′18″
準優勝：根岸徹弥 　　18′12″

第42回大泉町民マラソン大会
12月9日（日）パナソニック㈱構内及び外周

さかいわグランドゴルフ大泉町大会
9月12日（水）スバル運動公園

第９回花満開のリーグ戦
11月29日（木）藤岡市民体育館

第19回太田ラージボール卓球大会
11月28日（水）太田市運動公園市民体育館

第6回日本協会登録会員
グランドゴルフ交流大会

11月15日（木）群馬県総合スポーツセンターふれあいグランド

大　会　結　果

第13回群馬県中学生空手道選抜大会　
第13回全国中学生空手道選抜大会予選
12月16日（日）ALSOKぐんまアリーナ

南中学校のみなさん、ありがとうございました！南中学校のみなさん、ありがとうございました！南中学校のみなさん、ありがとうございました！南中学校のみなさん、ありがとうございました！南中学校のみなさん、ありがとうございました！南中学校のみなさん、ありがとうございました！南中学校のみなさん、ありがとうございました！

▲約300袋分の落ち葉が集まりました！

※町民体育館のTwitterでボランティア活動の様子がご覧いた
　だけます。
　https://www.bunkamura.or.jp/sports/sports_top.htm
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町スポーツ施設・学校一般開放体育施設

●申請期限
●提 出 先
●対　　象
●貸出会議

●利用できるスポーツ施設

　平成31年度に町スポーツ施設（町民体育館、町民野球場、いずみサッカー場を除く）並びに学校一般開放体育施設の定期的な
利用を希望する団体（現在登録している団体も含む）は、次のとおり登録を行なってください。

利用団体の登録は１月31日㈭まで

１．町スポーツ施設 2．学校一般開放体育施設

1月31日(木)
町民体育館（申請書は窓口にて。またはＨＰからダウンロードしてください。）
町スポーツ施設、学校体育施設を利用するすべての団体、グループ（5人以上の団体で、概ね半数以上が大泉町内在住、在勤の方で構成。）
グラウンド関係は偶数月19日、学校グラウンド・学校体育施設は毎月20日の午後6時から町民体育館で貸出会議を行ないます。
グラウンド関係は2～3か月先、学校グラウンド・学校体育施設は2か月先の申請が出来ます。
テニス等グラウンド（例：4月の貸出会議＝6月、7月利用分の申請）
学校施設グラウンド・体育館（例：4月の貸出会議＝6月利用分の申請）
※土・日・祝日等に当たる場合など、会議日程が変わる場合がございます。
詳細は窓口またはＨＰにて「貸出会議日程」をご確認ください。※登録済の団体が貸出会議の対象となります。

施　設　名 種　　　目

※1.夜間照明はソフトボール1面のみ　※2.全体を使う場合は320円　※3.1コース（8ホール）
※スバル運動公園広場、御正作公園、いずみ総合公園ゲートボール場は、グラウンドゴルフでも利用できます。
※夜間照明は、一部施設を除き、冬季期間は使用できません。

施設使用料金
（1時間当り）

照明使用料金
（1時間当り）

野球【1】
テニス 人工芝【2】／ テニス クレー【6】
ソフトボール【１】
野球【2】またはソフトボール【4】
サッカー【1】またはラグビー【１】
ゲートボール【8】
ソフトボール【2】/ サッカー【1】
グラウンドゴルフ【1】（※3）
剣道・空手・軽スポーツ（球技除く）

【　】内の数字はコート数

御正作公園

いずみ総合公園

西体育館

とね運動場

320円
430円/320円

320円
320円
320円

40円（1面）（※2）
320円/320円

－
－

校　庭　  950円

体育館
　全　面  370円
　半　面  185円

柔剣道場  120円

卓球場　  120円

1,420円
230円
950円

950円（※1）
－
－
－
－

120円

南公園

スバル
運動公園

広場A
広場B

南中学校

北中学校

西中学校

南小学校

北小学校

東小学校

西小学校
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校　庭学　校　名 体育館等
施　設　名

柔剣道場 卓球場
照明使用料
（1時間当り）

※◎はソフトボール用夜間照明あり（1面）、北中校庭はサッカーでも可
※サッカーは北中校庭、フットサルは北中交流センターのみ使用可

南中学校の皆様が「いずみ緑道・町民体育館周辺
のクリーン作戦」と題し、約90名で大量の落葉清
掃のボランティア活動をしてくださいました！
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