
座長と山田兄弟による大迫力の津軽三味線の世界。
家族の絆が織り成すしっとりうっとり舞踊絵巻。
座長と山田兄弟による大迫力の津軽三味線の世界。
家族の絆が織り成すしっとりうっとり舞踊絵巻。

●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）

新星☆劇団文化むら
大衆演劇
～人情芝居と豪華絢爛舞踊ショー～

66月2626日（日（水）
午後午後2時30時30分開演開演
（2時開場時開場）

6月26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

チケット発売：4月10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

。。

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！

◆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　4月4日より毎週木曜日・全20回 午後1時30分～2時30分（半年通しでの開催となります）
●場　　所　町民体育館 アリーナ…（4月～6月)10日　4/4・11・18・25、5/9・16・30、6/6・13・27
　　　　　　大泉町文化むら ………（7月～9月)10日　7/11・18・25、8/8・15・22・29、9/5・12・26
　　　　　　※日程・場所が変更になる場合がございます。その際はメールまたはHPでお知らせします。
●対　　象　町内在住・在勤者
●定　　員　60名 ※申込多数の場合、前期シリーズ（6ヵ月）申込みの方を優先させて頂きます。
●参 加 費　前期シリーズ6,000円 ※4月～6月まで、または7月～9月までの3カ月3,000円のみ申込みも可能。
●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　3月18日（月）午前9時から町民体育館窓口にて受付開始（途中参加も随時受付します）
●問 合 せ　町民体育館 ☎0276-63-5250

●日　　時　5/7（火）･10（金）･14（火）･21（火）･28（火）、6/4（火）･7(金）･11（火）･21(金）･25（火）
　　　　　　①午前8時30分～9時（30分）、②午前10時～11時（60分）
　　　　　　5/15・22・29、6/5・12の水曜日　③午後7時～8時（60分）
●場　　所　町民体育館、町民体育館西側芝生広場 ※雨天時町民体育館アリーナ
●受 講 料　3,000円　最大10回参加可能（３つの教室からどれでも選択できます。組合せ可。）
　　　　　　※ピラティス教室については、申込み多数の場合、ピラティス教室のみ全5回を選択された方を優先します。
●講　　師　青木　昭子 先生　 タシアナ 先生
●問 合 せ　町民体育館 ☎0276-63-5250
　　　　　　詳しい内容は町民体育館HPへ（https://www.bunkamura.or.jp/sports/sports_top.htm）

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！骨盤リンパストレッチ教室

お好きな教室を10回までお選び頂けます。

自然を身体全体で感じながら朝活ヨガのコリを解消しましょう☆

～自律神経を整えて心と体をリラックスしましょう～

ピラティスでインナーマッスルを鍛え、酸素の循環により心身の体調
改善を目指しましょう　

選べるヨガ・ピラティス教室
【朝ヨガ教室・パークヨガ】 ①10回
【リラクゼーションヨガ】 ②10回
【ピラティス教室】③※全5回（英語・ポルトガル語対応）

※都合により変更になる
　場合があります。
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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

全席
自由

～出前コンサート～
青春時代に口ずさんだ、懐かしいメロディーの数々を、
一緒に思いっきり歌いませんか？
うたごえ喫茶の先駆けである「新宿ともしび」のスタッフ
達が、楽しい時間のお手伝い。当日は、ともしびオリジ
ナルの歌集を100円で貸出します（購入も可/330円）。
お気に入りのあの曲を、ぜひリクエストしてください！

6月20日（木）午後2時開演（1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
●問合せ  文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

9月15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

参加料：1,000円

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16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

「キッズの部」「一般の部」を同日開催！

懐かしいあの歌、この歌、みんなで歌おう！

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。

文化むらダンスフェスタ２０１9

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
4月10日㈬～

うたごえ喫茶 新宿ともしび

チケット発売：3月30日（土）
《窓口》午前8時30分～　《電話》午前9時～
発売日からチケットの電話予約ができます



●第93回エスポアール　小品展　　　　　　　　　　　         　
　5月3日（金・祝）～5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）

●女性のための法律相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　4月17日（水）午後  1時～午後5時（一人30分間） 
　5月18日（土）午前10時～午後5時（　　〃　　）
　入場料：無料
　対象：大泉町、千代田町、邑楽町に住んでいる女性
　問合せ：大泉町役場住民課  ☎0276-63-3111（内線594）

●月  茶会（体験教室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　4月6日（土）午後1時～3時                              
　お茶券：300円（先着30名様まで ）
　問合せ：広翠会 ☎0276-62-4360（川島）

●第9回箏と三絃と尺八のつどい（呈茶付）　　　
　4月14日（日）午後1時30分開演（1時開場）                            
　入場料：無料
　問合せ：いずみ邦楽会 ☎0276-62-3727（関口）

●月  茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　5月4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）

●第37回小ちゃなファミリーコンサート（発表会）　　　　　　　　    
　4月6日（土）午後1時30分開演（1時開場）　　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：☎048-588-6982（井内）
●シバタ花水木歌謡研究会 チャリティー発表会　　　　　　　　　
　4月7日(日）午前9時30分開演（9時開場）　　　　　　　
　入場料：無料（終演までご観覧のお客様に記念品プレゼント）
　問合せ：シバタカラオケ ☎0276-63-1226 
●A’sFactory Dance Fan Day Vol.7                             　  
　4月14日（日）午後1時30分開演（1時開場）　　　　
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：A’s Factory事務局 ☎070-4145-5774（對比地）　
●第18回大泉マンドリンコンサート　　　　　　　　　　　　　　
　4月21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）
●コンサート・ディ・フィオーリ・グランデ                    　 
　4月28日（日）午後1時開演（0時45分開場）　　　　　
　入場料：無料（全席自由）　
　問合せ：秀島音楽教室 ☎0276-48-0426
●館林女子高校吹奏楽部　第19回定期演奏会　　　　　　　　　　　
　5月4日（土・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：館林女子高校 ☎0276-72-0139
●第11回東部地区ソロコンテスト（吹奏楽）　　　　　　　　　　　
　5月11日（土）・12日（日）
　開催部門：中学校の部／高校の部
　※詳細は、4月下旬「東部地区吹奏楽連盟ホームページ」にて
　入場料：500円（全席自由）

●齋藤友香オリジナル作品CD発売記念コンサート　　　　　　　　　　　　　
　5月6日(月・祝)　午後2時開演（1時30分開場）　　　　　　　
　入場料：2,000円（当日2,500円）
　問合せ：Concerto Granato ☎050-3557-6652

●アトリエセキグチ絵画展2019　　　　　　　　　　   　　       
　5月3日（金・祝）～5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 展示コーナー

研修室

和室

小ホール

展示ホール

母屋

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 5 月4 月

休　館　日

バンド機材説明会のご案内貸出会議のご案内

○４月の貸出会議（2019年11月分）は 25日（木）午後６時  第3研修室
○5月の貸出会議（2019年12月分）は 28日（火）午後６時  第3研修室

○４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
○5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

○4月…1日（月）・  8日（月）・15日（月）・22日（月）
○5月…7日（火）・13日（月）・20日（月）・27日（月）
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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

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

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

◆参 加 料

◆演奏時間

◆申込期間
◆申込方法

◆主　　催
◆問 合 せ

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）

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

参加型イ ント

（土） （ ）午前9時
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

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
●問合せ  文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

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10日（金）　五十嵐明要／アルトサックス 
曲目：スター・ダスト、Ａ列車で行こう、シャイン、イン・ア・メロー・トーン　ほか

●シーズン２「夏」   7月12日（金）　唐木洋介／テナーサックス
曲目：ハーレム・ノクターン、黒いオルフェ、小さな花、キャラバン　ほか

●シーズン３「秋」 10月11日（金）　鈴木史子／ヴォーカル
曲目：二人でお茶を、カサブランカ、バードランドの子守歌、キリング・ミー・ソフトリー　ほか

●シーズン４「冬」   1月17日（金）　北條直彦／ピアノ
曲目：星に願いを、いつか王子様が、マイ・ロマンス、慕情　ほか

全席
自由

※未就学児は入場できません。

チケット発売：4月6日（土）
《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

　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。10年目となる今回をもって、いよいよファイナ
ルとなります。最後を飾るにふさわしい豪華ゲストと充実のレギュラーメンバーが、世界
でここだけの最高にロマンティックな演奏をお届けします！

文化むら ジャズ・コンサートシリー
ズ ファイナル

ロマンティック・ジャズ
　　プレミアムナイツ2019
ロマンティック・ジャズ
　　プレミアムナイツ2019

4Sports &Culture Monthly Magazine



第22回硬式テニス教室
4月6日（土）・13日（土）・5月4日（土）・11日（土）　予備6月1日（土）　午前10時～午後0時 
南公園テニスコート（1~4）
一般：大泉町在住・在勤・在学者（中学生以上）　小学生（親子ペア）：町内小学校通学の子とその親
一般と親：1名800円／小学生：1名500円　※スポーツ保険の加入はありません。
スポーツをするのにふさわしい服装・テニスシューズ
硬式ラケット１名１本持参
先着順 40名
大泉町体育協会テニス部
3月9日（土）～3月30日（土）15時までに参加費を添えて町民体育館へ
大泉町テニス協会役員 ☎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
●服　　装
●用　　具
●定　　員
●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

第17回大泉町女子ダブルステニス大会
4月17日（水）※雨天時4月24日（水）午前8時15分～8時45分受付  9時 試合開始
南公園テニスコート
大泉町在住・在勤・在学生・平成31年度大泉町テニス協会員の女子及び、招待選手
女子ダブルス（硬式テニス）
１組2,500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
3月17日（日）～4月6日（土）までに町民体育館へ
大泉町テニス協会役員 ☎090-4962-1810（對比地）、☎090-1467-7466（内城）　※平日の問合せは18時以降

●日 時
●場 　 所
●対　　象
●種　　別
●参 加 費
●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

●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
●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　　●事業団ゴルフ大会　　
●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
●市町村ゴルフ選手権 町 予選会

●大泉町学生卓球選手権大会　　●大泉町サッカーフェスティバル　　
●大泉町スポーツレクリエーション祭　　●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
●大泉町壮年ソフトボール大会
●大泉町民卓球大会　●コパ大泉少年サッカー大会　●ウォーク大会　●体育協会ゴルフ大会
●アジャタ大会　
●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

●骨盤リンパストレッチ教室
●空手道教室　●テニス教室
●大泉町内３中学校剣道教室
●東毛地区卓球教室　
●選べるヨガ

●ピラティス教室

●観るスポーツ！ 都市対抗野球観戦ツアー
　（大泉町企業出場時）
●救急救命講習会
●骨盤リンパストレッチ教室②
●トレーニング教室

●楽しくチアリーディング体験！
●アジャタ教室
●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
●町民スキー・スノーボード教室
●スキーバッジテスト
●ワイルドナイツスポーツ教室
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大　　　会　　　等月 教室・講習会等
平成31年度 スポーツカレンダー 平成31年度 スポーツカレンダー 平成31年度 スポーツカレンダー 予定予定

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

maeken
前田建設㈱一級建築士事務所

大泉町西小泉四丁目22番21号
TEL 0276-62-6333

http:www.maekenhome.jp/

一級建築士と
造るお家
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大　会　結　果

■5年生男子シングルス
第３位：桒原慎（大泉JBC）
■5年生女子シングルス
準優勝：杉本夏鈴（大泉JBC）
第３位：権田悠奈（大泉JBC）
第３位：須藤希望（大泉JBC）

■混合ダブルス上級　
優　勝：飛鳥翔（ラブ&ラブ）
　　　　町田雪乃（ラブ&ラブ）
■混合ダブルス中級
優　勝：宮下冬偉（大泉町）
　　　　持田圭子（大泉町）
■混合ダブルスシニアクラス
準優勝：白林弘司（大泉クラブ）
　　　　田村紀子（大泉クラブ）
■ファミリークラス
優　勝：早野千尋（大泉JBC）
　　　　早野芽依（大泉JBC）

■小学生女子　Aブロック
優　勝：早野芽依・大里碧依・中村風花
　　　　竹尾萌々花（大泉JBC）
第３位：杉本夏鈴・須藤希望・澤田玲乃
　　　　権田悠奈（大泉JBC）
■ 小学生女子　Cブロック
第３位：福島朱里・鈴木彩乃
　　　　石黒郁美（大泉JBC）

■混合ダブルスリーグ戦
6グループ
優　勝：大川文子（尾島クラブ）
14グループ
準優勝：菱山弘司（尾島クラブ）

【小学生の部】団体戦
■小学生　男子
優　勝：大泉ガディ

■5年生以下男子
第３位：桒原　慎（大泉JBC）
■6年生以下女子
第３位：杉本夏鈴（大泉JBC）

【一般の部】団体戦
■男子上級　
準優勝：ラブ&ラブA
　　　　　森下卓哉・渡辺拓也
　　　　　渡辺光・田中章博
■女子上級
準優勝：チームOIZUMI
　　　　　川島綾華・植松絵里香
　　　　　菅野敦美・田村郁恵
■女子初級
準優勝：大泉JBC・レッド
　　蓑輪佳音・望月真夏・野口紗希
　　斉藤友香・権田知佳）

■小学校高学年女子
第３位：吉澤　礼（泉武会）

■個人戦の部（6メートル競技の部）
優　勝：筑比地美智子（東部吹矢愛好会）93点
準優勝：赤石恒史（東部吹矢愛好会）93点
第３位：深澤康彦（住吉吹矢同好会）91点
■個人戦の部（8メートル競技男子の部）
優　勝：石井靖夫（住吉吹矢同好会）99点
準優勝：新井章信（東吹クラブ）93点
第３位：新井健世（東吹クラブ）91点

準優勝：川端稔（大泉グリーンクラブ）
■ラージ女子
優　勝：植村良子（大泉ラージ）
準優勝：安田敏子（大泉グリーンクラブ）
第３位：栗原真理子（大泉ラージ）
第３位：宮嵜とし（ろうきん大泉）

■混合ダブルス
４グループ
準優勝：菱山弘司（尾島クラブ）
５グル―プ
準優勝：大川文子（尾島クラブ）
■シングルス
３グループ
第３位：大川文子（尾島クラブ）

■12組
準優勝：尾城勇（大泉ラージ）
■13組
優　勝：服部栄二（大泉ラージ）
■14組
第３位：稲垣照子（大泉グリーンクラブ）
■17組
優　勝：安田謙介（大泉グリーンクラブ）
■18組
優　勝：安田敏子（大泉グリーンクラブ）
■19組
準優勝：山嵜静男（大泉ラージ）
■22組
優　勝：須藤新哉（大泉ラージ）
■25組
第３位：矢嶋敏子（大泉卓遊会）
■30組
優　勝：栗原真理子（大泉ラージ）
第３位：藤井雅子（大泉グリーンクラブ）

■個人戦の部（8メートル競技女子の部）
優　勝：横尾かずみ（ふれあい吉田）93点
準優勝：大友幸江（住吉吹矢同好会）91点
第３位：根本静子（東吹クラブ）87点
第３位：阿部キソ（東吹クラブ）87点
■団体戦の部（7メートル）
優　勝：東吹クラブA　  　　　60点
　　　　　松澤照二・新井健世
　　　　　八山美明・新井章信
第３位：住吉吹矢同好会　　55点
　　石井靖夫・大友政美・矢嶋利昭
　　皆川宏一・大友幸江
　

■男子団体
準優勝：大泉クラブA
■女子団体
優　勝：大泉クラブ
第３位：大泉西中
■小学生男子
準優勝：日隈海裕（北児童館）
第３位：桜井倫太郎（北児童館）
■中学生女子
優　勝：髙野朱希（つつじクラブ）
準優勝：田部井心優（大泉南中）
第３位：柿沼七海（大泉南中）
第３位：石毛華乃（大泉西中）
■一般男子
準優勝：森清輝（大泉クラブ）
第３位：島田一馬（大泉クラブ）
■一般女子
優　勝：中村直子（大泉クラブ）
準優勝：亀井めぐみ（大泉クラブ）
第３位：長瀬みさと（大泉クラブ）
■30歳男子
準優勝：須田圭介（大泉クラブ）
■40歳男子
第３位：小沼義幸（北中OB）
■50歳男子
準優勝：多田稔（大泉クラブ）
第３位：岩瀬哲夫（大泉クラブ）
■OG
優　勝：岩﨑弘美（大泉クラブ）
第３位：小島照子（大泉クラブ）
■ラージ男子
優　勝：神田勉（K2）

館林邑楽剣道大会
2月3日（日）館林第四中学校体育館

第36回邑楽郡卓球選手権大会
2月10日（日）町民体育館

第25回東毛ラージリーグ大会
2月20日（水）太田市運動公園市民体育館

第4回 日典ラサ杯大泉健康吹矢大会
2月6日（水）ライフシステム金山会場

群馬県ラージボール新春交流大会
1月13日（日）　桐生市民体育館

第35回太田市藪塚本町地区
スポーツ少年団大会

11月10日（土）太田藪塚本町社会体育館

第39回大泉町
バドミントンフェスティバル大会
12月16日（日）町民体育館

第15回間々田健二杯バドミントン大会  一般の部
2月3日（日）町民体育館

第15回間々田健二杯バドミントン大会  小学生の部
1月13日（日）町民体育館

桐生マスターズラージボール卓球大会
2月17日（日）桐生市民体育館

第8回東日本オープン
バドミントン大会（団体戦）

12月25日（火） 熊谷スポーツ文化公園くまがやドーム

第11回群馬県スポーツ少年団
冬季バドミントン交流大会

1月27日（日）ALSOKぐんまアリーナ

第45回大泉町バレーボール大会
4月28日（日）午前8時30分開会
町民体育館
大泉バレーボール協会登録チーム及び協会が認めたチーム
(高校生を除く)

●日 時
●会 　 場
●対　　象

１チーム  ミセス4,000円・小学生は1,000円（大会当日徴収）
大泉町体育協会
3月31日(日)までに町民体育館へ
大泉町バレーボール協会 ☎090-4188-7243（熊谷）

●参 加 費
●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

第31回大泉町シングルステニス大会（硬式テニス）
5月5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12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31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）
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6日（土）～4月27日（土）15時
までに町民体育館へ
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18時以降

●日 時

●会 　 場
●対　　象

●種　　目
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第29回 大泉町空手道大会
4月14日（日）午前8時30分集合開始
　　　　　　  午前9時00分開会式
町民体育館
大泉町空手道クラブ加入の団体に所属している者
【形の部】
①幼年　　　　　　②小学生低学年　　
③小学生中学年　　④小学生高学年
⑤中学生男子　　　⑥中学生女子
⑦高校・一般男子　⑧高校・一般女子
【組手の部】
⑨小学生低学年　　　⑩小学生中学年男子　
⑪小学生中学年女子　⑫小学生高学年男子
⑬小学生高学年女子　⑭中学生男子
⑮中学生女子　　　　⑯高校・一般男子
⑰高校・一般女子
大泉町体育協会
大泉町空手道クラブ　会長：☎090-2536-4485（坂本）

●日 時

●場 　 所
●対　　象
●種　　目

●主　　催
●問 合 せ

（         　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　）

（　　　　　　　 ）

※今後誌面の関係上、大会結果を
　ＨＰで掲載する場合がございます
　ので、ご了承下さい。
https://www.bunkamura.or.jp/
　　　　  sports/sports_top.htm
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