
全席指定

宝くじ文化公演

群馬交響楽団コンサート
　　　　  　　　～憧れのスクリーン・ミュージック～

8月11日（日）午後3時開演（2時30分開場）
文化むら・大ホール

●問合せ  文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

チケット発売：6月8日（土）
窓口8：30／電話10：00 受付

6月27日（木）
●募集人数
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●そ の 他    

ゴルフ大会

一般募集20組（80名） 
2,500円
※プレー費7,000円（乗用セルフ、昼食付）は各自精算。
※スタート表発送後は、キャンセルでの返金は致しかねますので、ご了承ください。
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団ゴルフ大会実行委員会
6月1日（土）までに町民体育館へ参加費を添えてお申込みください。
申込みは4名1組でお願いします。
市町村対抗の予選会は7月30日（火）本大会会場（赤城ゴルフ倶楽部）にて行います。

午前7時00分スタート

第34回 （公財）大泉町スポーツ文化振興事業団

鳳凰ゴルフ倶楽部（太田市北金井町）

発売日からチケットの電話予約ができます

【演奏曲目】アラビアのロレンス、 夏の日の恋、 ムーン・リバ ー
　　　　　　南太平洋、風と共に去りぬ、ローマの休日 ほか
【演奏曲目】アラビアのロレンス、 夏の日の恋、 ムーン・リバ ー
　　　　　　南太平洋、風と共に去りぬ、ローマの休日 ほか

※宝くじの助成により特別料金となっています。※未就学児は入場不可※宝くじの助成により特別料金となっています。※未就学児は入場不可

指揮：竹本泰蔵指揮：竹本泰蔵群馬交響楽団群馬交響楽団

S席 2,000円／A席 1,000円

銀幕を飾った名曲の数々が、
　　　　　オーケストラによる演奏で今、よみがえる…

懐かしの名シーンの上映とともにお楽しみ頂く、
　　　　　　　　　　　　　とっても贅沢なコンサート！

◆映像提供：株式会社ブレーントラスト
　（本公演で使用される映画映像の一部です）
◆映像提供：株式会社ブレーントラスト
　（本公演で使用される映画映像の一部です）

◆令和元年度から、フレッシュおおいずみは隔月刊となりました。

スポーツと文化の情報誌 フレッシュおおいずみ

隔月刊
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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

毎年恒例となっています文化むらの合唱祭への新規参加団体を
募集します。
町内を拠点に活動している合唱サークル、町内の幼稚園、中・
高校、専門学校の皆さんの参加を予定しております。
美しい響きを持つ大ホールのステージで、普段の練習の成果を
発表しませんか？

大泉町合唱祭

11月23日（土・祝）
文化むら・大ホール

第25回 参加団体
募集中

●申込方法　文化むら窓口にある応募用紙にご記入の上、ご提出
　　　　　　ください。
●申込期限　5月31日（金）まで

文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）●問 合 せ

参加申込は締切ました。入場無料
●問合せ　文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

午前9時30分～
午後6時（予定）

5月25日（土）・26日（日）
文化むら・大ホール

毎年大好評の文化むらピアノマラソン。
土・日曜の２日間にわたり、老若男女
約200組の参加者の皆さんが、５分間の
持ち時間の中で繰り広げる熱演の数々。
文化むらホールが誇る名器「スタインウェイ」
と「ベーゼンドルファー」、そして「チェンバロ」
の響きをお楽しみください。
※チェンバロ演奏は土曜日のみです。

みんなで創る参加型イベントみんなで創る参加型イベントみんなで創る参加型イベント第12回

ピアノマラソン

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。

●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～

6月2626日（水）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）

1,500円全席指定 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

●問合せ　文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

文化むら・大ホール
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
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！

参加料
1,000円

懐かしいあの歌、この歌、みんなで歌おう！

うたごえ喫茶 新宿ともしび



●カーザ・デッラ・ムジカコンサート　　　　　　　　　　　　　　  
　6月1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：カーザ・デッラ・ムジカ ☎080-5655-7147
●ピアノ発表会                                      　　　　　　
　6月2日（日）午後2時開演（1時30分開場）　　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：いのうえピアノ教室 ☎0276-38-3540
●GOTTANI音楽会                                       　
　6月9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：想田恭子音楽教室 ☎0284-70-3569　
●ちいさなバレエアトリエ おさらい会　　　　　　　　　　　　
　7月6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：ちいさなバレエアトリエ ☎090-4391-0867（塚越）
●みんなのコンサート（発表会）　　　　　　　　　　　　　
　7月14日（日）午後1時開演（0時30分開場）　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：リトミックひろば とんぱ ☎0276-88-3630（金子）

●第26回大泉合同きりえ展  ～テーマは「足利を切る」～
　6月7日（金）～9日（日）
　午前9時から午後5時まで（最終日は午後4時まで）
　入場料：無料
　問合せ：大泉きりえサークル ☎0276-37-3495（塙）
　特別展示：大塚久枝先生

●月  茶会
　6月1日（土）・7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）

●ソレイユコンサート　　　　　　　　　　　　　　          　　
　 6月9日（日）午後1時開演（0時30分開場）                   
　 入場料：無料（全席自由）
 　問合せ：ソレイユ総合音楽教室 ☎0276-45-0083     
●第48回芸能展示発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　式典・芸能：6月16日（日）午前10時～
　［展示ホール棟］
　展示：6月15日（土）・16日（日）
　午前10時～午後5時（日曜日は午後4時まで）
　茶席は16日のみ、午後3時まで
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：大泉町公民館 ☎0276-62-2330
●第3回JALOジョイントコンサート　　　　　　　　　　　　　　  
　6月23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：☎090-3402-6301（奥田）  
●太田高校吹奏楽委員会 第6回定期演奏会　　　　　　　　　　　　   
　6月29日（土）午後4時30分開演（4時開場）                   
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：群馬県立太田高校 ☎0276-31-7181（新保）  
●太鼓日和2019（和太鼓発表会）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　6月30日（日）午後1時開演（0時30分開場）    
　入場料：無料（全席自由）                                      
　問合せ：障がい児者和太鼓の会 どんどんクラブ
　　　　　☎090-9300-6260（田渕）
●青少年を非行から守る推進大会      　　　　　　　　　　　　　　　
　7月3日（水）　午後2時開演（1時30分開場）　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）　　　
　問合せ：大泉町役場教育指導課
　　　　　☎0276-63-3111（内線341・342）
●Whispering with Love『愛のささやき』VOL.28
　7月15日（月・祝）午後3時開演（2時30分開場）　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：パッサロ ☎048-588-6982（井内）
●生き生き元気塾 ４地区合同公開講座　　　　　　　　　　　　　　　
　7月17日（水）午後1時30分開演（1時開場）
　対象：どなたでも参加できます
　参加料：無料（定員300人、定員になりしだい締め切り）
　申込み・問合せ：大泉町教育委員会生涯学習課
　　　　　　　　　☎0276-63-3111（内線632）
●第43回まつのね会ピアノ発表会                   　　　　　　
　7月20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：まつのね会 ☎048-549-0939（宇野）
●第16回エレキ祭 チャリティーコンサート                  　　  
　7月28日（日）午後1時開演（0時15分開場）　　　　　　
　入場料：無料 定員760名（整理券廃止しました）　　
　問合せ：☎090-9858-0583（斉藤）

大ホール 小ホール

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 7 月6 月

休　館　日

バンド機材説明会のご案内

貸出会議のご案内

○6月の貸出会議（2年1月分）は 25日（火）午後６時  第3研修室　　
○7月の貸出会議（2年2月分）は 25日（木）午後６時  第3研修室　　

○6月のバンド機材説明会は 25日（火）午後６時30分  第3研修室
○7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

○6月…3日（月）・10日（月）・17日（月）・24日（月）
○7月…1日（月）・  8日（月）・16日（火）・22日（月）・29日（月）



〒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6回 文化むら

避難訓練コンサート

全席
自由

入場
無料

9月21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

群馬県立西邑楽高等学校
文化むら ☎0276-63-7733 管理係まで（月曜休館）

◆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。
今回も、西邑楽高等学校様のご厚意により、第32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。

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

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）
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
●問 合 せ

「キッズの部」「一般の部」を同日開催！

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

参加者
募集中

●問合せ  文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

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
全席
自由 ※未就学児は入場できません。

　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

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

●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



7月7日（日）午前8時50開会
町民体育館
大泉町バドミントン協会登録者のみ（当日も協会登録可能）
一般男子（上級：町長杯）・（中級）・（初級）
一般女子（上級：議長杯）・（中級）・(初級）
　　　　中学生男子・中学生女子
　　　　小学生男子・小学生女子
　　　　※小・中学生でも一般クラスへの希望があ
　　　　れば参加を認める
一般・学生1,000円、小中学生500円
※高校生以上は一般　当日領収
（大泉町協会登録者のみ参加可能※当日登録可）
大泉町バドミントン協会
6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  郵送必着 〒370-0533 大泉町仙石
1丁目16-6  ※FAX不可。体育館窓口不可。
参加費は全て当日支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
☎62-9230（権田）（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

8月4日（日）・8月18日（日）・25日（日）
※ただし、8月4日が大泉まつりもしくは国政行事
　（選挙等）と重なったときは、大会が中止となる場
　合があります。
町民野球場、南公園、スバル運動公園ほか
町内在住または在勤の勤労者が参加登録選手総数の
3分の2以上で編成したチーム
25チーム
1チーム3,000円
大泉町労働教育委員会
6月10日（月）～6月21日（金）の間に参加費を添えて
役場経済振興課または、町民体育館にお申し込みく
ださい。
ただし、役場経済振興課については、土日を除く。
申込チームに後日ご連絡いたします。
役場 住民経済部 経済振興課 商工振興係
野口・根岸 ☎63-3111（内線552)　

●日　　時

●会　　場
●対　　象

●募集チーム数
●参 加 費
●主　　催
●申込方法

●代表者会議
●問 合 せ

大泉町勤労者野球大会 第42回大泉町総合シングルスバドミントン大会

7月３日・10日・17日・24日・31日
8月7日・21日・予備日 28日　　（水）計7日間
19：00～21：00 
南公園テニスコート1.2コート
大泉町在勤・在住・在学者（18歳以下は保護者同伴）
1名2,000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（無くても可です）
先着順 20名
大泉町テニス協会（大泉町体育協会）
6月22日（土）15：00までに参加費を添えて町民体育館へ
大泉町体育協会テニス協会
☎090-4962-1810（対比地）
☎61-1190（若林）
平日の問合せは18時以降

●日　　時

●場　　所
●対　　象
●会　　費
●服　　装
●用　　具
●定　　員
●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

7月7日(日)　午前8時受付
雨天時7月21日(日)・7月28日(日)
南公園テニスコート
町内在住・在勤・在学者
一般の部…男・女ダブルス
ベテランの部…男・女ダブルス
小学生の部…男・女シングルス
※詳しくは窓口配布の要項参照
一般・ベテランの部…1組1,500円
中学生・高校生…1組1,000円
小学生の部…1名500円
※スポーツ保険の加入はありません。
大泉町体育協会
6月1日（土）～6月29日（土）15：00までに参加費を添
えて町民体育館へ
大泉町体育協会テニス部
☎090-4962-1810（対比地）☎61-1190（若林）　　
平日の問合せは18時以降

●日　　時

●場　　所
●対　　象
●種　　目

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第14回硬式テニス教室（水曜日ナイター）

7月30日（火）　午前8時07分　
ＯＵＴコース順次スタート
赤城ゴルフ倶楽部（渋川市赤城町・本選会場で行います）
定員無し
大泉町在住者
無料
※プレー費8,424円（昼食別・キャディ無）は各自精算。
※その他差額も各自精算。

●日　　時

●場　　所
●募集人数
●参加対象
●参 加 費

（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
7月1日(月)までに町民体育館へ申込みしてください。
（個人受付）
予選会で3位以内の方を県市町村対抗ゴルフ選手権
大会の大泉町代表選手候補として推薦します。
※県市町村対抗の本選は9月25日(水)開催

●主　　催
●申込方法

●そ の 他

第31回 群馬県市町村対抗ゴルフ選手権 大泉町予選会

第39回大泉町民テニス大会（硬式テニス）

TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店

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

0276-63-2622



■利用について
◯利用できるのは、黄色い杭で囲まれた場所のみです。
○直接地面で火をおこすことはやめてください。
■音楽など
◯音楽をかける場合には、広範囲に響かないようボリュー
　ムを下げてください。
◯大声で騒いだり、大きな音は出さないでください。

　近頃、騒音やゴミに関する苦情が多く寄せられています。皆様に快適にご利用頂くため、
近隣の方々に迷惑をかけないように、ご使用をお願いします。

とね運動場バーベキュー広場をご利用頂く方へ

■ゴミについて
◯使用後は、必ずきれいに後片付けをしてください。
◯ゴミ（空き缶・空き瓶・炭・肉・野菜等）は必ず、持ち
　帰ってください。
■器物損壊について
◯看板・杭・トイレ・倉庫など設備を壊したり、燃やし
　たりしないでください。

■19組　
優　勝：渡辺政和（大泉卓遊会）
■26組
優　勝：宮嵜とし（大泉卓遊会）

■ラージ卓球シングルス
３位グループ
優　勝：田村直司

■女ダブルス　3組
優　勝：大川文子（尾島クラブ）

■小学生低学年男子組手　
優　勝：福田龍之介（大泉北小）

■小学生中学年男子組手　
優　勝：小沼豪瑠（大泉北小）
■小学生中学年女子組手
優　勝：石川桃羽（大泉西小）
■小学生高学年男子組手
優　勝：馬場遥大（大泉南小）
■中学生組手
優　勝：松沼楽久（大泉北中）

■ラージ卓球ミックスダブルス
１位グループ
優　勝：山嵜静男　桝井絹代
２位グループ
優　勝：桑野征夫　湯澤美津子
３位グループ
優　勝：小曽根定子　櫻井美麗子
４位グループ
優　勝：須永勇　神田奈美枝
５位グループ
優　勝：高溝久明　伊東節子
６位グループ
優　勝：新井朝之丈　須藤澄江

■高校生・一般形
優　勝：島歩花
■小学生中学年男子組手
優　勝：山田凌大龍（東小）　　
■小学生中学年女子組手
優　勝：高橋愛実（南小）
■小学生高学年男子組手
優　勝：小沼豪瑠（北小）
■小学生高学年女子組手
優　勝：石川桃羽（西小）
■中学生男子組手
優　勝：松沼楽久（北中）
■中学生女子組手
優　勝：代田友紀（北中）　　
■高校生・一般男子組手
優　勝：神谷雄一　　

■女子シングルス
４位トーナメント
優　勝：稲垣照子（大泉グリーンクラブ）

■50歳女子シングルス
優　勝：岩﨑弘美（大泉卓球クラブ）

■幼年形
優　勝：小沼璃生
■小学生低学年形
優　勝：小山颯大（北小）　
■小学生中学年形
優　勝：福田龍之介（北小）
■小学生高学年形
優　勝：小沼豪瑠（北小）　　
■中学生男子形
優　勝：松沼楽久（北中）　
■中学生女子形
優　勝：代田友紀（北中）

第49回シニア・ラージ卓球
館林Ｓリーグ

2月28日（木） 館林城沼総合体育館

第7回佐野オープン
ダブルスリーグラージ大会
3月1日（金）　佐野市運動公園

おうらヤングフェスティバル
3月1日（金） おうらヤングプラザ

第17回大泉町空手道組手大会
3月2日（土） 大泉西中学校武卓館

第74回交歓ダブルス大会
3月9日（土） 町民体育館

太田ラージボール大会
4月6日（土）太田市民体育館

平成31年度 太田オープン卓球選手権大会
4月7日（日）太田市民体育館

第29回大泉町空手道大会
4月14日（日）町民体育館

大　会　結　果

●練習日
●場　所
●問合せ

毎週火・土曜日　午後7:00～8:30
大泉西体育館（西小学校敷地内）
☎080-5010-8309（長谷川）

5月18日（土）午後2：00～3：30　剣道体験教室を開催
しますので運動のできる服装（体操着、ジャージ等）で
お越しください。※事前申し込み不要です。

泉　武　会

●練習日
●場　所
●問合せ

毎週土曜日　午後7：00～9：00
大泉南小学校体育館
☎090-9204-0300（川島）

兵法空手 尚武館大泉
部 員 募 集

琉球古伝の首里手である王統流空手道の基本・型・約
束組手・ミット・組手・護身術・礼法等を稽古します。
体力増進、健康維持、親子で練習したい方など、ぜひ
見学・体験にいらしてください。

剣道で一緒に心と体を磨き、鍛えませんか。
毎週土曜日は見学自由です。お気軽にお越しください。

第42回大泉町ミセスバレーボールリーグ大会
6月14日（金）～10月4日（金）　集合：午後7時30分／試合開始：午後8時
南中交流センター・南小体育館
大泉町バレーボール協会に登録加盟のチーム
大泉町バレーボール協会
大泉町バレーボール協会 ☎090-4188-7243（熊谷）

●日 時
●会 　 場
●対　　象
●主　　催
●問 合 せ
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今後誌面の関係上、優勝のみの掲載となります。その他大会結果をＨＰで掲載する場合がございますので、ご了承ください。
https://www.bunkamura.or.jp/sports/sports_top.htm
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