
10月24日（木）
●募集人数
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

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…当日各自清算（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　
8月19日（月）午前9時 ～ 10月5日（土）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）

第１回　「世界の強豪・真髄に迫る」～最新科学で斬る！フィールドの格闘技～（仮）
　　　　9月22日（日）午後９時～９時49分 放送予定
　　　　第１回は、世界の強豪の“究極のプレー”を“最新科学”で徹底解析。恐怖心をコント
　　　　ロールし、限界を超えて人間を突き動かすものは何なのか。
第２回　「日本代表“奇跡”の先へ」～完全密着 ジェイミーJAPAN～（仮）
　　　　９月27日（金）午後７時30分～８時15分
　　　　自国開催で国民の大きな期待を背負う桜の戦士たちに長期密着。アイルランド戦
　　　　の前日。取材から見えてきた勝利の可能性を明らかにする。

午前7時スタート

太田双葉カントリークラブ

第25回 大泉町体育協会ゴルフ大会第25回 大泉町体育協会ゴルフ大会第25回 大泉町体育協会ゴルフ大会

◆がんばれ日本代表！日本戦スケジュール

◆最寄りの会場・熊谷ラグビー場の開催日程

NHKスペシャル「シリーズ2019年ラグビーW杯」で、ラグビーの知識を深めよう！

●  9月20日（金）日本vsロシア／東京スタジアム（調布市）
●  9月28日（土）日本vsアイルランド／エコパスタジアム（袋井市）
●10月 ５日（土）日本vsサモア／豊田スタジアム（豊田市）
●10月13日（日）日本vsスコットランド／横浜国際総合競技場（横浜市）

●  9月24日（火）ロシアvsサモア
●  9月29日（日）ジョージアvsウルグアイ
●10月  9日（水）アルゼンチンvsアメリカ

NHKスペシャルのページへ

開催迫る！開催迫る！ 会会会会会大会大会大会大本大本大本大本大本ラグビー・ワールドカップ2019 日本本ララ 日本大本本 会大会大会会会会大大本大会大会ラグビー・ワールドカップ2019 日 会会会会会9 日本本ビー・ワールドカップ2019 日本大会大会大会会会会会グビ ワ ルドカップ2019 日本大会大会大会大会会会会本大大ラグビ ワ ルドカップ2ラグビー・ワールドカップ2019 日本大会ラグビー・ワールドカップ2019 日本大会

◆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

vol.370
2019 

9



2
TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

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。

●主　催  （公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●後　援  大泉町教育委員会
●問合せ  文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

入場
無料

午後2時開演（1時30分開場）

大泉町内３中学校にて吹奏楽に取組む生徒たちの合同演奏会

12月15日（日）
文化むら・大ホール

【 出 演 】
●大泉町立南中学校
　　　　　　 ブラスバンド部
●大泉町立北中学校 吹奏楽部
●大泉町立西中学校 音楽部

文化むら クリスマス
ウインド・フェスティバル2019

　前半は３中学校の生徒の合同による金管アンサンブル／木管アン
サンブルの演奏とクラシック・ステージ、後半は人気の曲を集めた
ポピュラー・ステージ。楽しい演出で客席を盛り上げます！

チケット発売
10月12日（土）午前9時～

チケット発売
10月26日（土）
午前8時30分

シ　エ　ル

C i e l

(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
大泉町地域活動連絡協議会
文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

●主　催

●問合せ

文化むら・大ホール文化むら・大ホール
1月26日（日）午前11時開演（10時30分開場）

※チケット完売の場合、当日券はありません。
※公演内容等は出演者の都合等により変更に
　なる場合があります。

2020

2020

第43回県民芸術祭参加事業
県民音楽のひろば

文化むら・大ホール
一般 1,200円　中学生以下 800円
親子ペア 1,800円

Ｓ席 5,000円
Ａ席 4,000円

全席
自由 （3歳未満は膝抱きであれば入場無料）

ピアノ石川陽亮、ヴァイオリン浅沼杏花
の２人が、クラシックやアニメソング、童
謡など名曲の数々を、パントマイム、腹
話術、ボイスパーカッションといった
様々なパフォーマンスとともに演奏す
る、バツグンに楽しいコンサート。

ピアノ：志村和音
（チャイルド2パパ）

うた
田村麻理子

※公演時間約60分

ニューイヤー・
　ファミリーコンサート古澤 巌古澤 巌 ヴァイオリンの夜 in 文化むら　

～シンフォニック・
　　　　　　ナイト～
～シンフォニック・
　　　　　　ナイト～

第28期シリーズ

大泉町文化むら30周年を記念して開催される、群馬交響楽団
とヴァイオリニスト古澤巌の夢の饗宴。
大泉でしか聴けない、最高に贅沢なヴァイオリンの夜を、
お聴き逃しなく！

全席
指定

6月2626日（水）日（水）2月8日（土）午後6時開演（5時開場）
文化むら・大ホール

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

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。



〒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

休　館　日

バンド機材説明会のご案内

貸出会議のご案内

○10月の貸出会議（2年5月分）は 25日（金）午後６時  第3研修室　　
○11月の貸出会議（2年6月分）は 26日（火）午後６時  第3研修室　　

○10月のバンド機材説明会は 25日（金）午後６時30分  第3研修室
○11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

○10月…7日（月）・15日（火）・21日（月）・28日（月）
○11月…5日（火）・11日（月）・18日（月）・25日（月）

●北中学校　合唱コンクール　　　　　　　　　　　　　　　　    
　10月31日（木）午前9時10分開演（9時開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：大泉町立北中学校 ☎0276-62-2059
●南中学校　合唱コンクール　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　11月1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：大泉町立南中学校 ☎0276-62-2053
●町ぐるみ人権教育推進大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　11月14日（木）午後1時30分開会（1時10分開場） 
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：大泉町教育委員会 生涯学習課　
　　　　　☎0276-63-3111（内線633）
●認定こども園 みよし幼稚園 生活発表会    　　　　　　　　　　
　11月30日（土）午前10時開演（9時45分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：認定こども園みよし幼稚園 ☎0276-62-3935

●上州事変落語会『大泉日和』
　10月6日（日）午後2時開演（1時開場）　　　　　　　　　　　　
　出　演：林家つる子・立川がじら・柳家小もん・三遊亭ぐんま
　入場料：前売2,000円（当日2,500円・全席自由）
　問合せ：上州事変落語会 ☎070-2150-9097（林）
●子育ての悩み研究会 ～ママの心の叫びって？～　
　10月27日（日）午前10時～11時30分
　講　師：常盤洋子氏（群馬大学大学院保健学研究科教授）
　対　象：どなたでも参加できます（内容は男性向けですが、ご夫
　　　　　婦や女性だけの参加も歓迎します。）
　定　員：100人（定員になりしだい締め切り）
　入場料：無料
　申込み・問合せ：大泉町役場多文化協働課 ☎0276-63-3111
　　　　　　　　 （内線262）へお申し込みください。
　※手話通訳、生後6ヶ月から小学6年生までのお子さんの託児を行い
　　ます。希望する方は10月11日（金）までにお申し込みください。
●ゴスペルライブ Hallelujah! 2019　　　　　　　　　　　　
　11月24日（日）午後3時開演（2時30分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：Gospel Community東毛 ☎090-1037-1090（沼田）

●第94回エスポアール展　                                       
　10月4日（金）～6日（日）午前10時～午後5時（最終日は午後3時まで）
　入場料：無料
　問合せ：エスポアール ☎0276-86-2578（入谷）
●MOA美術館　大泉児童作品展　　　　  　　　　　　　        　　  
　10月26日（土）・27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
　問合せ：大泉児童作品展実行委員会 ☎0276-63-0825（永島）

●月  茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　10月5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 ☎090-2638-0524（押田）

練習日：第２金曜日
　　　　午後８時～
場　所：文化むら練習室
会　費：月額2,500円
問合せ：☎080-5535-3951（植松）

展示ホール

茶室棟

小ホール

ときわ ようこ

日

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。
今回は千代田町からリバーメイトの皆さんをゲストに迎え
ます。

●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）

大泉町合唱祭 フラサークル
フラハフラハーラウ イケロア大泉ラウ イケロア大泉フラハーラウ イケロア大泉

メ ン バ ー 募 集

11月23日（土・祝）
文化むら・大ホール

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
大泉混声合唱団／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
混声合唱団コールロッホ／リバーメイト（招待団体）
大泉町立西・北・南中学校（各校内合唱コンクール
の最優秀賞クラス）

第２5回

大人のタヒチダンス
始まります。
大人の女性美を楽しく健康的に
身につけてみませんか？



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

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

●第32回民謡民舞発表会    　　        　　             　  
　10月5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38回定期演奏会       　　　　　      
　10月14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）
●第35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】
　　特別ゲスト＝Jazzoom Café（ウクレレ演奏）
　　　「超絶ウクレレで奏でる世界音楽」
　　10月20日（日）午後1時開演（0時30分開場）
　　入場料：500円（コーヒー付）
　○ミニ展示【大ホール棟展示コーナー】
　　10月19日（土）・20日（日）
　　午前10時～午後5時（最終日は4時）
　　入場料：無料
　　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30日（水）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

大ホール

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 11月10月
第23回産業フェスティバル第23回産業フェスティバル

令和元年度 保健福祉まつり令和元年度 保健福祉まつり

同時開催   【大泉町商工会「会員事業所ＰＲ展示会」】

第47回公民館まつり第47回公民館まつり

参加業者による商品・製造品の展示販売
スタンプラリー抽選会・ステージ

●問合せ　大泉町商工会 ☎0276-62-4334 ●問合せ　大泉町商工会 ☎0276-62-4334

入場料
無料

作品展示　9日（土）・10日（日）午前10時～午後4時
芸能発表　9日（土）午前10時～午後1時15分頃
模 擬 店　9日（土）・10日（日）午前10時～
　　　　　なお、模擬店は、売り切れしだい終了になります。

会　　場　文化むら（展示ホール棟、大ホール棟）
入 場 料　無料
問 合 せ　大泉町公民館 ☎0276-62-2330　

「お笑いライブ」特別企画

前売2,000円　当日2,500円
（未就学児は入場できません）

ダンディ坂野
他　三遊亭天歌・林家きよひこ・ホンキートンク

ザ・たっち

【大ホール棟】
・赤ちゃんハイハイ・よちよちコンクール 午前10時～正午
・社会福祉大会　午前10時～
【展示ホール棟】
〇午前10時～正午
・親子ふれあいコーナー（おもちゃづくり等）・民生委員児童委員コーナー
・健康相談コーナー（群馬県薬剤師会）
〇午前10時～午後3時
・盲導犬の啓発コーナー　・フードドライブ（食品回収運動）
・各種パネル展示　・臓器移植普及啓発コーナー　・子ども食堂コーナー
・公共バス利用促進コーナー　・自殺予防啓発グッズ配布コーナー
・ヘルスケア手帳アプリ相談コーナー　・福祉施設作品展示
・福祉作品販売　・シルバー人材センターコーナー
・地域包括支援センター啓発コーナー　・メイクアドバイスコーナー
・日本ダウン症協会群馬支部コーナー　・共同募金啓発コーナー
〇午前10時～
　・栄養コーナー「健康食試食等」（なくなり次第終了）
〇午前10時30分～
　・各種模擬店（売り切れ次第終了）
入場料：無料
問合せ：大泉町保健福祉総合センター ☎0276-62-2121

全席
自由

11月3日（日）午前10時～午後3時
※雨天決行 荒天中止文化むらロータリー周辺 11月2日（土）

　　3日（日）
午前11時～午後5時

午前10時～午後3時
展示ホール（入場料無料）

11月10日（日）

11月17日（日）

午後1時開演（0時30分開場）



9月22日（日）午前9時開始　雨天時9月29日（日）に順延
南公園テニスコート
町内在住・在勤・在学者および令和元年度大泉町テ
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（日）～9月15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　　

10月28日は  町民体育館  アリーナ等の利用が無料になります。

群 馬 県 民 の 日群 馬 県 民 の 日群 馬 県 民 の 日

※但し、無料利用の事前予約は出来ません。詳しくは町民体育館（☎0276-63-5250）までお問い合わせください。

●日　　時
●会　　場
●対　　象

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第22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、令和元年度の強化指定団体・育成指定
団体を決定し、8月27日（火）いずみ総合公園町民体育館において理事長 金井 伯夫
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。

●一般強化指定団体　大泉剛柔会　 代表  坂本　健治
　大泉JBC　　 代表  間々田知子

●育 成 指 定 団 体　BLAZE　　　代表  西山　加奈

10月27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
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（火）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）

●日 時
●会 場
●対 象
●種　　目
●参 加 費
●申込方法
●問 合 せ

第17回大泉町シニアダブルステニス大会

令和元年度  スポーツ文化団体 強化・育成指定

スポーツ
関係

第35回大泉町バレーボール総合選手権大会

10月12日（土）午前9時開始　雨天時10月19日（土）
南公園テニスコート
町内在住・在勤及び令和元年度大泉町テニス協会員
（いずれの方も令和元年12月31日に男子50歳以上、
女子45歳以上に達している方）
協会未登録者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14日（土）～10月5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

第55回大泉町民ソフトテニス大会
11月17日（日）午前8時30分開会式
南公園テニスコート
大泉町在住・在勤・在学生・招待選手
一般男子の部（高校生含む）　　　　　  

ダブルス戦
一般女子の部（高校生含む）
中学生男子の部　中学生女子の部
一般　１組1,000円　　中・高校生　１組500円
（スポーツ傷害保険料含む）
大泉町体育協会
10月1日（火）～10月26日（土）までに参加費を添えて
町民体育館まで
☎090-2568-8449（島山）

●日 時
●会 場
●対 象
●種　　別

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

�
�
�

0276-63-2622



12月15日（日）午前8時50分開会式
町民体育館
大泉町バドミントン協会登録者。大会当日の登録可能。
混合ダブルス
上級・中級・初級・ファミリークラス
（親子、姉妹、兄弟ペア。尚、ペアの1人は小学生とする）
シニア級（試合当日に55歳以上の方）
一般・学生・高校生1,000円　シニア700円
小・中学生500円
（以下別途大泉町協会登録料）
一般・学生・シニア500円　小・中学生300円
※高校生以上は一般・学生とします。
大泉町バドミントン協会
11月27日(水)までに「大泉町バドミントン協会事務
局権田怜司」宛まで郵送必着。締切日を過ぎた申し込
みは受理不可。
〒370-0533 大泉町仙石1-16-6
※FAXは不可。体育館窓口も不可。参加費はすべて当
日払いのため現金は郵送しないでください。
大泉町バドミントン協会事務局
☎62-9230（権田）19～22時

●日　　時
●会　　場
●対　　象
●種　　目

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第40回大泉町バドミントンフェスティバル大会

■男子の部
優　勝：亀山笹雄
■女子の部
優　勝：青田和子
　

■Aグループ　
優　勝：山嵜静男（大泉ラージ）
　　　　栗原真理子（大泉ラージ）
■Bグループ
優　勝：尾城勇（大泉ラージ）
　　　　神田奈美枝（大泉ラージ）
■Cグループ
優　勝：新井朝之丈（大泉ラージ）
　　　　川島照子（大泉ラージ）

優　勝：杉本夏鈴（大泉JBC）

■26組
優　勝：矢嶋敏子（大泉卓遊会）

■29組
優　勝：栗原真理子（大泉ラージ）

■一般男子　中級
優　勝：糸田拓真（大泉JBC）
■一般女子　中級
優　勝：須藤詩織（HANDS UP）
■一般女子　初級
優　勝：蓑輪綾音（大泉高校）
■小学生男子（5.6年の部）
優　勝：太田響（嵐山ビーンズ⑥）

■シニア男子ダブルス
優　勝：川島恒夫（フレンド）
　　　　高木武彦（フレンド）
■一般男子ダブルス
優　勝：岩瀬一輝（大泉ナベ）
　　　　室伏奏楽（大泉ナベ）
■一般女子ダブルス
優　勝：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：太田英花（西小）

■中学生女子シングルス4位T
優　勝：榎ラナ静歌（大泉南中）
■高校生男子シングルス
優　勝：坂本弘輝（板倉高校）
■高校生女子シングルス
優　勝：茂木彩夏（西邑楽高校）

■女子A級
優　勝：大里碧依（大泉JBC）
　　　　斉藤友香（大泉JBC）
■女子B級
優　勝：新井真菜（大泉JBC）
　　　　山本佑月（大泉JBC）
■女子C級
優　勝：本間千夏（大泉JBC）
　　　　鈴木彩乃（大泉JBC）
■男子B級
優　勝：近崇志
　　　　山田一慶
■男子C級
優　勝：桒原慎（大泉JBC）
　　　　新井悠（大泉JBC）

☆事業団ゴルフ大会結果及び市町村
　対抗ゴルフ大会結果はHPにて掲載
　します。

■小学生低学年シングルス
優　勝：角張夢丸（東小）

■5年女子A級
優　勝：杉本夏鈴（大泉JBC）

■小学生男子シングルス
優　勝：濱田一樹（大泉北小）
■中学生男子シングルス1位T
優　勝：松倉和也（大泉南中）
■中学生男子シングルス2位T
優　勝：寺山創（大泉西中）
■中学生男子シングルス3位T
優　勝：桜井倫太郎（大泉北中）
■中学生男子シングルス4位T
優　勝：森尻晃成（大泉南中）
■中学生女子シングルス1位T
優　勝：髙野朱希（大泉北中）
■中学生女子シングルス2位T
優　勝：南郁花（大泉南中）
■中学生女子シングルス3位T
優　勝：齊藤芽生（大泉南中）

第45回春季グラウンド・ゴルフ交流大会
5月9日（木） スバル運動公園

第75回交歓ダブルス大会
6月22日（土） 町民体育館

邑楽郡バドミントンダブルス大会
8月4日（日） 邑楽町民体育館

第26回東毛ラージリーグ
7月3日（水） 太田市運動公園市民体育館

第39回大泉町民テニス大会
7月7日（日）・21日（日） 大泉町南公園テニスコート

大　会　結　果

阿賀野オープンジュニアバドミントン
シングルス大会

6月22（土）・23日（日） 阿賀野市水原総合体育館

第35回大泉町学生卓球選手権大会
第35回大泉クラブ杯争奪卓球大会

8月4日（日） 町民体育館

第42回大泉町総合シングルス
バドミントン大会

7月7日（日） 町民体育館

第43回県小学生総合体育大会バドミントン競技兼
第44回県小学生バドミントン大会総体
8月3日（土）高崎市浜川体育館

第34回(公財)大泉町スポーツ文化
振興事業団ゴルフ大会
令和元年6月27日(木)
鳳凰ゴルフ倶楽部
ご厚意
　ありがとうございます！
8月27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、68,875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。

11月10日（日）午前9時開会
町民体育館
町内在住・在勤者・在学者
 １  中学生男子シングルス　２  中学生女子シングルス
 ３  一般男子シングルス　   ４  一般女子シングルス　
 ５  シニア(35歳以上)男子シングルス
 ６  40歳以上女子シングルス
 ７  一般男子ダブルス　　　８  一般女子ダブルス　
 ９  ラージ男子シングルス  10  ラージ女子シングルス

●日 時
●会 場
●対　　象
●種　　目

中学生男女シングルス　500円
一般・シニア男女シングルス　700円
一般男女ダブルス　1組1000円（中学生1組500円）
ラージ男女シングルス　700円
大泉町体育協会
参加費を添え、10月19日（土）までに町民体育館へ
郵送の場合、「町民卓球大会申込書在中」と明記
大泉卓球クラブ 部長 中村直子 ☎63-6319

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第54回 大泉町民卓球大会

●日 時
●主　　催
●会 場
●対　　象
●募集人数
●申込方法

●そ の 他

●問 合 せ

2019年度ソフトバレーボール審判講習会
11月16日（土） 午後1時～6時
大泉町バレーボール協会
町民体育館
ソフトバレーボールに興味関心のある18歳以上の方
40名（1グループ4名で申し込み）
9月30日（月）までに、所定の申込用紙に記入の上、
大泉町バレーボール協会事務局へ提出
講習会当日は、筆記用具・運動着・体育館シューズ・
審判用笛（長、短）を各自持参
大泉町バレーボール協会　
事務局 熊谷 ☎090-4188-7243

令和元年9月10日発行 事務局：群馬県邑楽郡大泉町朝日五丁目24番1号 大泉町文化むら内  〒370-0514  http://www.bunkamura.or.jp/
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