
【採用期日】
【職　　種】
【勤 務 地】

【時 間 等】

【時　  給】
【待 遇 等】
【募集人員】

令和２年１月予定
窓口等（夜間・休日）
町民体育館

 

平日昼850円～、夜880円～ ・ 休日昼950円～、夜980円～
年次有給休暇・70歳定年

若干名

パートタイム職員

 

① ②
令和２年１月予定
窓口等（平日・土曜）
文化むら

【応募対象】町内外問いません　　【応募期間】令和元年11月20日～11月30日

●週2～３日勤務
　火曜～土曜　8:30～15:30（6時間）
　　　　　　　9:15～16:15（6時間）
　　　　　　　のローテーション
※原則月曜休館

●週３日勤務
　月曜～土曜　16:15～21:15（5時間）
　日曜・祝日　  8:15～15:15（6時間）
　　　　　　　15:15～21:15（6時間）
　　　　　　　のローテーション

■応募方法等 ・履歴書右上に希望する番号①か②を記入≪複数選択可≫、写真貼付
　　　　　　 ・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）
　　　　　　 ・当事業団では準職員雇用登録制度を採用しています（一定期間登録、次回選考対象有）　
　　　　　　 ・履歴書は総務課（文化むら内・月曜休館）まで、書類選考後ご連絡をいたします
■問合せ：文化むら ☎0276-63-7733（午前9時～午後5時、月曜休館）

☆お子さまの学校行事などお気軽に
　ご相談ください

☆シニア世代の方
　活躍中です

●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！

●集合場所　パナソニック正門内テクノゲート付近（大泉町坂田1-1-1）
●種 　 目　①1.5㎞ ジョギングの部
　　　　　　　　　　どなたでも参加可（就学前の幼児は保護者同伴）
　　　　　　②　3㎞ 小学生女子の部（小学3・4・5・6年生）
　　　　　　③　3㎞ 小学生男子の部（小学3・4・5・6年生）
　　　　　　④　3㎞ 中学生女子の部　　⑤3㎞ 中学生男子の部
　　　　　　⑥　5㎞ 一般女子の部　　　⑦5㎞ 39才以下男子の部
　　　　　　⑧　5㎞ 40才代男子の部　　⑨5㎞ 50才代男子の部
　　　　　　⑩　5㎞ 60才代男子の部
●対　　象　町内外どなたでも参加可能
　　　　　　＊中学生以下は保護者の同意を必要とする
●参 加 費　【ジョギング・競技】一般 800円・中学生以下 300円
●主　　催　大泉町・大泉町体育協会・（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●申込方法　11月20日（水）期限厳守／大会当日は申込できません
●問 合 せ　体育協会・（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
　　　　　　☎0276-63-5250（9：00～17：00）

コース：パナソニック周辺コース

12月8日（日）
開会式 午前9時開会式 午前9時（小雨決行）小雨決行）
荒天時中止荒天時中止

第43第43回
大泉町マラソン大会大泉町マラソン大会

開会式 午前9時（小雨決行）
荒天時中止

第43回
大泉町マラソン大会

◆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
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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

あなたのあなたの胃・腸胃・腸大丈夫？大丈夫？あなたのあなたの胃・腸胃・腸大丈夫？大丈夫？
当院での内視鏡検査
　　　どうぞ、ご安心下さい。

☎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

休　館　日

バンド機材説明会のご案内

貸出会議のご案内

○12月の貸出会議（2年7月分）は 25日（水）午後６時  第3研修室　　
○  1月の貸出会議（2年8月分）は 28日（火）午後６時  第3研修室　　

○12月のバンド機材説明会は 25日（水）午後６時30分  第3研修室
○  1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

○12月…2日（月）・  9日（月）・16日（月）・23日（月）
○  1月…6日（月）・14日（火）・20日（月）・27日（月）

●第10回わたしが撮った「ユネスコ世界遺産」写真展
   大泉ユネスコ協会では人類にとってかけがえのない宝物である
　「世界遺産」を未来へ守り伝えたいとの考えから、会員等が旅先
　で撮った「世界遺産」の写真展を開催いたします。どうぞお気
　軽にご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　1月23日（木）～26日（日）
　午前9時～午後5時（最終日は午後4時まで）
　入場料：無料
　問合せ：大泉ユネスコ協会 ☎0276-62-2445（石井）

●大泉町議会報告会「議会と町民のつどい」
　12月19日（木）午後6時30分～
　入場料：無料
　問合せ：大泉町役場 議会事務局 ☎0276-63-3111（内線451）
　※なお、12月23日（月）午後1時30分～大泉町公民館ホールにて
　　同様の報告会を開催いたします。

●月  茶会　　　　　
　12月7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）

展示コーナー

研修室

茶室棟

～年末年始休館のお知らせ～
年末年始は、次のとおり休館いたします

○文化むら　　　　　　　　　12月28日（土）～1月4日（土）
◯町民体育館及び町内体育施設　12月29日（日）～1月3日（金）

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

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

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

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

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

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



〒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

●認定こども園 みよし第二幼稚園 生活発表会    　　　　　　　　　
　12月1日（日）午前9時30分開演（9時15分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：認定こども園みよし第二幼稚園 ☎0276-63-1621
●第21回子ども音楽フェスティバル  　　　　　　　　　　    　　　
　大泉町の小中学校の代表による音楽発表会です。合唱や吹奏
　楽等の演奏を通して７校が交流を深めます。日頃の音楽活動
　の成果をぜひお楽しみください。
　12月5日（木）午後1時30分開演（1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（高橋）
●聖クララ幼稚園　クリスマス会 （降誕祭）　　　　　　　　　　　　
　12月8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：聖クララ幼稚園 ☎0276-62-3036
●認定こども園 松原幼稚園 発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　
　12月21日（土）午前9時15分開演（9時開場）
　入場料：無料（関係者のみ入場できます）
　問合せ：認定こども園 松原幼稚園 ☎0276-62-2532
●令和元年度大泉町元気な地域支援事業補助金制度活用事業　　　　　
　「あいうべ体操」息育講演会
　12月22日（日）午後1時30分～3時（1時開場）
   講　師：今井一彰先生（内科医「おはよう日本」等テレビ多数
　　　　　出演、あいうべ体操考案者）
　入場料：無料（定員400名）
　申込み・問合せ：12月18日（水）までに申込み。
　　　　　　　　　群馬中央医療生活協同組合大泉千代田支部
　　　　　　　　　☎070-4194-1853（松尾）
●ウィンターコンサート　ピアノ・エレクトーン発表会　　　　　　
　12月27日（金）午後5時30分開演（5時15分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：ムジカーザ・クレッシェンド ☎090-2478-3219（山田）
●大泉町消防出初式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　1月11日（土）午前9時30分     
　（北側駐車場および大ホールにおいて、姿勢服装観閲、一斉放水、
　特別演技、消防職員意見発表、消防団員による「まとい」の披露
　などを行います。）
　問合せ：大泉町役場 安全安心課 ☎0276-40-3403
●令和2年大泉町成人式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　1月12日（日）午前10時から受付　10時30分開式
　入場料：無料
　問合せ：大泉町教育委員会 生涯学習課
　☎0276-63-3111（内線633）

大ホール ●認定こども園 えのき幼稚園 生活発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　
　1月25日（土）午前9時20分開演（9時開場）
　入場料：無料
　問合せ：認定こども園えのき幼稚園 ☎0276-62-3636
●群馬県立西邑楽高校芸術科音楽コース 卒業試験
　1月28日（火）午後1時45分開演（1時15分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：西邑楽高校 ☎0276-63-5851

●経済講演会
　『私は創造的でありたい 人生100年時代を生きるということについて』　　　　　　
　12月10日（火）午後6時30分開演（6時開場） 
　講　師：若宮正子氏（デジタルクリエーター）
　入場料：無料（定員150名・全席自由）
　申込み・問合せ：大泉町役場経済振興課
　　　　　　　　　☎0276-63-3111（内線552）
　　　　　　　　　大泉町商工会 ☎0276-62-4334
　　　　　　　　　群馬銀行大泉支店 ☎0276-62-3331　
●認知症サポーター養成講座                                          
　1月21日（火）午後1時30分～3時30分
　入場料：無料
　講　師：小山久子氏
　　　　（くよくよ介護をにこにこ快互に変えるレクリエーション介護士）
　申込み・問合せ：大泉町社会福祉協議会（大泉町地域包括支援センター）
　　　　　　　　　☎0276-63-2294

●日本のおどり体験教室 大泉町支部発表会　                          
　12月14日（土）午後1時～2時
　入場料：無料
　問合せ：日本のおどり文化協会 ☎090-7904-8615（枝木）　　
●日本文化着物着つけ体験　                                           
　1月18日（土）・19日（日）午前10時～正午　午後1時～3時  
　参加費：1,000円
　申込み・問合せ：事前予約必要 花帯の会
　　　　　　　　　☎090-9399-7222（井野）
●第31回大泉町児童生徒作品展　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　小中学校7校の児童生徒の個性やアイデアあふれる平面、立体、
　書写の代表作品を展示します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　1月22日（水）～26日（日）午前9時～午後4時30分
　入場料：無料
　問合せ：大泉町教育委員会　教育指導課
　　　　　☎0276-63-3111（内線342）

展示ホール

小ホール

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 1 月12月



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

0276-63-2622

チケット発売
1月15日（水）
午前8時30分

2020

第43回県民芸術祭参加事業　県民音楽のひろば

カラオケバトル10冠チャンピオン
ほり  　ゆ　 い

堀 優衣を審査員に迎えてのスペシャル・イベント 出場者募集！

Ｓ席 5,000円
Ａ席 4,000円

古澤 巌古澤 巌

文化むらジュニア・カラオケ選手権大会

 ヴァイオリンの夜 in 文化むら 第28期シリーズ　
～シンフォニック・ナイト～～シンフォニック・ナイト～
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！

小学生から高校生までのカラオケ大好きの皆さん！テレビ東京系「カラオケバトル」にて、怒涛の快進撃を続ける
カラオケクイーン・堀優衣さんがキミの歌を審査する！SMAPの大ヒットナンバー等、数多くの作品を手掛ける大泉町
出身の作詞家・森浩美も審査員で参加。堀優衣スペシャル・ステージではトップレベルの歌声をお楽しみいただきます。
栄光の優勝トロフィーを目指して、キミの挑戦を待ってます！

【演奏曲目】スペイン奇想曲（リムスキー＝コルサコフ）、ヴァイオリン協奏曲ホ短調（メンデルスゾーン）
　　　　　　瞑想曲（グラズノフ）、町の想い出／旅立ち（古澤巌）ほか

指揮：角田鋼亮 管弦楽：群馬交響楽団

全席
指定

午後6時開演（5時開場）文化むら・大ホール
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団、第43回県民芸術祭運営委員会
（公財）群馬県教育文化事業団
文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

●主　催

●問合せ

●主催　(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団　　●問合せ　大泉町文化むら ☎0276‐63‐7733(月曜休館)

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

2月8日（土）

2020 午後2時開演予定

文化むら・大ホール
3月8日（日）

全席自由 鑑賞料 500円
【カラオケ選手権大会に出場しよう】
◆募集人数：20名（デュエット参加も可）
◆募集対象：小学生～高校生の児童・生徒
◆参 加 料：2,500円（鑑賞券５枚を進呈）
◆募集期間：12月1日（日）～12月25日（水）
※応募多数の場合予備審査を行います。
※詳しくは文化むらホームページをご覧ください。



第16回間々田健二杯バドミントン大会（ダブルス団体戦）

第40回大泉町バドミントンフェスティバル大会

第１回　1月19日（日）
第２回　2月16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）

●日 時

●場　　所

●対　　象

●定　　員
●参 加 費

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12日（日）
第２回　2月  9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）

●主　　催
●申込方法

●締　　切

●問 合 せ

大泉スキークラブ・スキー＆スノーボードバス
　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行います。家族での参加も大歓迎です。

・小学生の部：1月13日（月）午前8時50分開会
・一 般 の 部：1月26日（日）午前8時50分開会
町民体育館
3ダブルスの団体戦（1チーム4～6人、同一ペアで無
ければ重複してもよい）
・小学生の部：小学生男子、小学生女子
・一 般 の 部：男子上級（間々田健二杯対象クラス）
　　　　　　　男子中級、男子初級
　　　　　　　女子上級（間々田健二杯対象クラス）
　　　　　　　女子中級、女子初級
※重複のやり方は当日開会式で詳しく説明いたします。
※特例で男子クラスに女子の参加は可。女子クラス
　に男子の参加は不可。
オープン（制限無）
（小学生の部）審判がうまく出来ない場合、その保護者か
　　　　　　  チーム関係者から審判のできる人が対応。
（一 般 の 部）審判のできる人。

●日 時

●会　　場
●種　　目

●参加資格

・小学生の部1チーム　4,500円
・一般の部1チーム　　6,000円
大泉町バドミントン協会
大泉町バドミントン協会事務局  権田怜司宛まで　
〒370-0533 大泉町仙石1-16-6まで郵送
※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。
・小学生の部：12月25日（水）まで
・一 般 の 部：  1月  8日（水）まで
大泉町バドミントン協会事務局
☎62-9230（権田）19～22時

●参 加 費

●主　　催
●参加申込

●締　　切

●問 合 せ

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。

●日　　時
●会　　場
●対　　象
●種　　目

●参 加 費

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

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ



大　会　結　果

■ダブルス　4年女子
優　勝：権田美奈・石黒郁美（大泉JBC）

県民大会邑楽郡予選会
■一般女子
優　勝：中村直子（大泉卓球クラブ）
郡民オープン
■一般女子
優　勝：髙野朱希（つつじクラブ）

■M70　　
  60m 　　　　１位：伊藤晧夫　　  8″71
リレー4×400m １位：伊藤晧夫　　58″33
■Ｗ35　　
400m　　　　１位：斉藤光江　1′06″87

優　勝：大泉FCクワレンタ

優　勝：FC大泉60

ミックスダブルス
■Aグループ
優　勝：須藤新哉・植村良子
■Bグループ
優　勝：須永勇・武政二三江
■Cグループ
優　勝：尾島勇・澤田良子

■小学生女子4年生
優　勝：権田美奈（大泉JBC）
　　　　石黒郁美（大泉JBC）

■小学生男子5.6年生
優　勝：桒原慎（大泉JBC）
　　　　新井悠（大泉JBC）

■男子の部
優　勝：古川薫
■女子の部
優　勝：岩瀬光子

■19組
優　勝：須永勇（大泉ラージ）
■29組
優　勝：藤井雅子（大泉グリーンクラブ）
　　

第28回全国小学生
バドミントン選手権大会群馬県予選

8月24日（土）太田市新田エアリスアリーナ

第46回大泉協会
秋季グラウンド・ゴルフ交流大会

10月10日（木）スバル運動公園
令和元年度県民卓球大会邑楽郡予選会

兼郡民オープン卓球大会

9月8日（日）邑楽町民体育館

第40回国際・全日本マスターズ大会
9月13日（金）～16日（月）正田醤油スタジアム群馬

大泉ダブルス大会
10月6日（日）町民体育館

第27回東毛ラージリーグ
10月16日（水）太田市運動公園市民体育館

第5回群馬県シニアサッカー選手権大会
9月15日（日）浜川陸上競技場

第31回群馬県シニアO-40サッカー選手権大会
9月15日（日）浜川陸上競技場

 第23回大泉町民スポーツ･レクリエーション祭
9月1日（日） 町民体育館ほか

■ラージ卓球

優　勝
男子69歳以下
菱山　弘司

男子70歳以上
桑野　征夫

女子69歳以下
宮嵜　とし

女子70歳以上
櫻井美麗子

■ソフトバレーボール

優　勝 北部フレンズK
１組(混合フリー)

北部フレンズＨ
２組(混合フリー)

優　勝 MONSTER
１組(レディース)

ソフトクリーム
２組(レディース)

紅Ａ
３組(レディース)

■グラウンド・ゴルフ

優　勝 棚橋　　寿
男子の部

青田　和子
女子の部

■スローピッチ・ソフトボール
優　勝 ヒーローズ

■ターゲット・バードゴルフ
優　勝 金子　武司

第76回交歓ダブルス大会
9月28日（土）町民体育館

令和元年11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/
編集発行・公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団フレッシュおおいずみ vol.371

令和元年度
群馬県市町村対抗
ゴルフ選手権  結果

赤城ゴルフ倶楽部　9月25日（水）　

■Aクラス　14位
　川島 正夫 　舘野 智行　塚田 哲夫   241

毎週日曜日（希望日だけの参加可能）
3,000円（入会金不要）
3,000円（希望者のみ）

●練 習 日
●年 会 費
●SAJ会費

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）

●申込・問合せ

　大泉スキークラブでは、
新しいメンバーを募集
しています。初心者の方、
興味のある方、どなたで
も歓迎します。スキー･
スノーボードで一歩先を
行きましょう。

大泉スキークラブ
メンバー募集
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