
チケット発売
1月15日（水）
午前8時30分

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
出場者募集は
締切りました

文化むらジュニア・カラオケ選手権大会
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・堀優衣さんと、
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・森浩美を審査員に迎えて
開催するジュニア向けのカラオケ大会。小学生から高校生までの20名が、文化むらの大ホールで
自慢の”のど”を競います。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は果たして誰の手に？皆さんの応援を待ってます！

●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)

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

出場者など詳しい
情報はこちらから

大泉スキークラブ・スキー＆スノーボードバス

スポーツと文化の情報誌

隔月刊
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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　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
●場　　所　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
●対　　象　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
●定　　員　先着各50名（定員になり次第締切）
●参 加 費　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）

●主　　催　大泉町体育協会
●申込方法　参加費を添え、町民体育館へ
　　　　　　※電話予約は受け付けません。
●締　　切　第1回　1月12日(日)
　　　　　　第2回　2月09日(日)
●問 合 せ　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）

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 金井 伯夫

　新年、明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。また、旧年中は、多くの
皆様に格別なるご指導をいただきましたこと、改めて感謝申し上げます。
　私ども事業団は、昨年５月に理事職ほか多く役員が改選され、新たな体制がスタートいたし
ました。迎える令和２年は、引き続き大泉町の指定管理施設を管理させていただくこととなります。
町民の期待に応えるべく、職員一同心新たに更なるおもてなしに努めて参りますので、より一
層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
　末筆ではございますが、皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

伯夫

多くの

いたし
す。



今回、日本で行われたラグビーワールドカップは相当な盛り上がりをみせ、日
本ラグビー界にとって大きな一歩になったと思います。初めてのアジア圏での

開催そして、全試合スタンド超満員これはとても素晴らしく誇らしいことです。
私自身、実際に試合を観てとても心が熱くなり興奮し続けた1ヶ月半になりました。
その中でも日本対スコットランド戦が一番印象に残っています。アイルランド戦で歴史的勝利を
飾った事もありメディアも全日本国民が注目する試合になったと思います。4年前の屈辱を果た
すべく日の丸のプライドをかけて臨んだ試合、日本代表は見事勝利を私たちにプレゼントしてく
れました。
この日は日本中のラグビーファンそして今回初めてラグビーを観た人に衝撃と感動を与えてくれ
ました。ラグビー日本代表がワールドカップで初めて全勝し予選リーグ突破！！そしてベスト8
進出、これは同時に世界中のラグビーファンに衝撃と日本ラグビーの素晴らしさを証明してくれ
た日にもなったと思います。
結果だけを見てしまえば次の南アフリカ戦で負けはしたものの、この大会で多くの事を私たちに
ラグビー日本代表は示してくれたと思います。感じ方、見方は人それぞれです。日本の未来の為、
将来世界で活躍していく子供達の為に今私自身に何が出来るのかを改めて考えるきっかけにもな
りました。
スポーツの力は本当に偉大だと思います。言葉、国、文化は違う人々たちがスポーツを通して一
つのファミリーになれるからです。
これからももっと日本ラグビー界そしてスポーツ界を盛り上げていきましょう。
多くの感動をありがとうございました。

元パナソニック・ワイルドナイツメンバー。
また７人制ラグビーの日本代表選手としても活躍。
かつては大泉町に在住。
TBS系のドラマ「ノーサイドゲーム」に岬洋 役で
出演し話題になる。
16歳からラグビーを始め三沢商業高校時代に高
校日本代表。’08年に東海大学入学。卒業後パナ
ソニック・ワイルドナイツ加入。’17年初めて
日本協会と７人制日本代表チーム専任選手契約。
’19年現役引退。

感動をありがとう！
日本開催というプレッシャーの中、目標のベスト8進出。夢のような1ヶ月半を

過ごす事が出来ました。開幕は､｢日本開催でどのくらい盛り上がるのだろう？｣｢スタジアムはどれく
らいの人が観に来るのかな？｣ラグビーファンとしては少し心配な中開幕したワールドカップでした。
でもロシア、アイルランド、サモア、スコットランドと試合を重ねる事に日本中ラグビー一色！今ま
でラグビーに興味がなかった人も次の試合が楽しみでラグビ
ーの話をしていたと思います！想像をはるかに超えた盛り上
がりだったと思います！
パナソニックからも6人選手が日本代表として。
世界を驚かせたスクラムを支えた稲垣選手、堀江選手、坂手
選手、ヴァルアサエリ愛選手。
抜群のスピードでトライを量産、世界中を驚かせた福岡選手。
ここという時、安定したディフェンスとゲームコントロール
の松田選手。
本当にお疲れ様でした！！
私は家族で予選リーグの最終戦スコットランドの試合を現地
で応援することができました！
ベスト8がかかった大一番。試合の前からスタジアムの雰囲
気は最高でした！！手に汗握る接戦を制し勝利し、ベスト8進
出！約30年前にスコットランド日本遠征で関東代表として父
が対戦し、90点差の大敗だったそうです。「日本も強くなった」と父も涙、ノーサイドの瞬間は家
族3人で感動のあまり、周りの人とハイタッチしました！本当に感動させていただきました。
もう一度選手の皆さんには、ありがとう！そしてゆっくり体を休めてください！
このラグビー人気が続くように、これからもラグビーファンとして応援していきます！
もちろんパナソニックを1番に！！

鶴ケ﨑 好昭さん Yoshiaki Tsurugasaki

CommentComment

内藤 理沙さん Risa Naito

CommentComment

大泉町出身／A型／女優／オスカープロモーシ
ョン所属／ぐんま特使／

ドラマ「Doctor‐Ⅹ　～外科医・大門未知子～」、
「ダメな私に恋してください」、「黒革の手帖」、
「時効警察はじめました」など数々の話題作に
出演。
近年では「秘密のケンミンSHOW」に群馬県
代表タレントとしても出演している。
その他、バラエティ番組や映画など幅広く活動中。

日本中を感動の渦に巻き込んだラグビーワールドカップ！
自国開催の日本代表は強豪国を次々に撃破し､ベスト8という輝かしい功績を残しました。
そんな日本代表の躍進について､関係者の皆様からご感想をお寄せいただきましたので､ご紹介いたします。

4年に一度じゃない。一生に一度だ。

ラグビーラグビー20192019ワールドカップ特集ワールドカップ特集ラグビーラグビー20192019ワールドカップ特集ワールドカップ特集ラグビー2019ワールドカップ特集



去る12月16日、太田市のパナソニック・ワイ
ルドナイツ・グラウンドにて、ラグビーワール
ドカップ2019日本代表メンバーの松田選手、
坂手選手のお二人にお話を伺うことができまし
た。聞き手として、お父様がワイルドナイツの
元選手という大泉町出身の女優・内藤理沙さん
にもご参加いただきました。

事業団：まずはベスト8おめでとうございます。さて、お二人とも群馬県
勢の選手として紹介されていましたが、お住まいはどちらですか？
坂手・松田：二人とも太田です。
事業団：じゃあ、すぐお隣ということですね。先日、東京で開催された祝
勝パレードがたいへん話題になりましたね。
松田：平日にもかかわらず、5万人くらいでしたっけ？
内藤：すごい人出でしたよね。行きたかったな～。
松田：一生に一度だろうなと思いました。
坂手：車じゃなくて歩きだったので、ファンの方との距離がけっこう近く
て。ビルの中からも沢山の人が手を振ってくれて嬉しかったです。
内藤：皆さんお揃いのスーツ姿が素敵でした。ラグビー選手が着ると、カッ
コイイですよね！
坂手：ギャップですかね？いつも半そで、短パンだから（笑）
事業団：同じく最近の話題で、流行語大賞の「ワン・チーム」。やはりこ
の言葉は、今回の大躍進のポイントだったのでしょうか。
坂手：ワン・チームっていう言葉は先にありましたけど、その言葉に対し
て厳しいトレーニングとか、みんなで３年間かけて積み上げて来た色々な
事がらがくっついていって、言葉の重みがどんどん大きくなっていったと
思います。
事業団：選手だけじゃなくて、応援している人たちも、この言葉でより強
く結びつけたように思います。
内藤：家族と予選最後のスコットランド戦に行きましたが、スタジアムが
その言葉のままだと感じました。ラグビーをあまり知らない子とかも、そ
の言葉で一つにまとまっていたと感じました。
事業団：今回ワールドカップが始まる前に、色々な国とテストマッチをさ
れて、順調に日本のチームが仕上がってきていると感じましたが、大会直
前の南アフリカ戦に苦戦されていたようで、ちょっと心配になりました。
坂手：僕たちとしては逆に、自分たちのやってきた練習の手ごたえが感じ
られた試合でした。ちょっとしたミスで失点したりしましたが、細かい部
分をきちんと修正できれば、自分たちの戦い方が十分に通用するといっ
た自信が持てた試合でした。
松田：接戦にならなかったことが逆に良かった。変な自信を持つより、力
の差をはっきりさせられた上で、やりたい事ができればトップチームにも
通用するとわかって、いい形でワールドカップに望めたと思います。
事業団：予選プールAで戦った相手で、一番手強かったチームは？
松田：どこのチームも手強かったですね…ロシア戦も苦戦しましたし、ア
イルランドやスコットランドも全てが強いチームでした。
事業団：最初のロシア戦ではずみがついたように思いましたが、あの試合
が苦戦だった？
坂手：僕たちとしてはあまり良くなかったですね。勝ち点をとらなければ
いけないと、変なプレッシャーがかかってしまった試合でした。いつもや
らないミスをしたり、これが開幕戦だなと感じました。
事業団：予選最後のスコットランド戦、理沙さんはスタジアムでご覧にな
ったんですね。
内藤：みんなのこの応援が届けばいいなと思っていました。
坂手：届いてましたよ！今回の応援は震えました。試合ごとに大きくなっ
ていって・・・。
松田：あの静かな「君が代」大きなうねりになって、ハモっているように
聴こえて、そんな事初めてでした。スタジアム全員が味方に感じられて、
あれは「ワン・チーム」でしたね。
内藤：父が30年前に、関東代表でスコットランドと戦って、すごい点差
で負けてしまって、ユニホームすら交換してもらえなかったらしくて、今
回のインタビューで、選手にお会いしたら、「ありがとう！」と伝えてと
言われました。
事業団：日本で開催されるワールドカップに代表選手で出られたのは、運
の良さもありますかね。
坂手：実は自分が15歳の時に、10年後に日本でワールドカップが開催さ
れると知って、そこを目指してましたね。
内藤：そんなに前から？
坂手：10年後は遠かったですが、25、6歳で身体もベストの頃だし、練
習をしていく中で、だんだん現実味を感じてきました。
事業団：予選は全戦全勝、理想的な形で進まれましたが、正直ここまでの
結果を予想されてましたか？

坂手：２戦目のアイルランドに勝った時点で日本は強いじゃないか、と言
われ始めましたが、次のサモアもとても強く、全力で当たらなければ負け
てしまうようなチームに対して、テレビとか「勝って当たり前」のように
言われたりと、そこらへんの温度差はありましたね。
事業団：サモア戦はかなり日本優勢だったと感じましたが。
松田：そんな事もなかったですよ。負ければ終わりなので、どのチームも
みんな必死です。
坂手：試合自体はテストマッチも大会も同じ事をやっているわけですが、
ワールドカップは国を背負っているという重圧をすごく感じました。
事業団：次のワールドカップは、より凄い結果を期待してもいいですか？
松田：今回（日本が敗れた）南アフリカが優勝となって、それがモチベー
ションになったというか、とても強いチームですが、絶対に勝てない相手
ではないと感じました。今回相手のペースになってしまった部分があって、
そこを挽回できれば、ベスト４、決勝、優勝というのも、夢ではないと思
っています。今回僕たちは控えが多く、この悔しさを４年後にぶつけるし
かないなと。ワールドカップでしか返せないと思うので。
坂手：組み合わせも凄く大事なので、今の世界ランクを落とさずにいるこ
とが重要。テストマッチで負けると、世界ランクも落ちていって、代表戦
でもいいクジが引けなくなってくるので、まずはこれからのトップリーグ
が大事だと感じています。
※今回の結果により、日本は次期ワールドカップの出場権を獲得しています。
事業団：４年後ではなく、既に次のワールドカップが始まっているという
ことですね。是非新しくファンになった皆さんも、これからトップリーグ
にも足を運んでもらえたらと思いますが、そんな皆さんにメッセージを。
坂手：これから各地で試合が行われるので、僕らプレイヤーも面白いゲー
ムになるように一生懸命ラグビーしますので、実際の迫力を感じてもらい
たいです。
松田：今シーズンは熊谷での試合が多く、大泉の方も比較的観に来やす
いかと思います。ファンサービスがあったりと、ワールドカップより選手
との距離も近くなるので是非来て頂けたら。
内藤：チケットが取れないんですよ！でも３月の秩父宮は頑張って取りま
した！
事業団：坂手さんは今年キャプテンになられまし
たが、大泉の人たちに一言。
坂手：せっかく練習場も近いので、ぜひ練習を見
に来てください。選手たちとすぐそばで会えます
よ。みんなフレンドリーですし、是非クラブハウス
に来てほしいと思います。太田での公開練習日
もHPに掲載してます！
内藤：これからもっと選手の皆さんにお会いした
いです！

京都府出身、帝京大卒。
前季TL年間表彰でベストフィフティ
ーンを受賞。2019－2020シーズン
のキャプテン。
身長180㎝ 体重104㎏

坂手 淳史
フッカー

さか て　あつ し

京都府出身、帝京大卒。
ワ―ルドカップでは初戦のロシア戦
でプレースキックをを成功させ存在
感を示す。
身長181㎝ 体重92㎏

松田 力也
スタンドオフ／センター

まつ だ　りき や

ワイルドナイツHP

ここに掲載しきれなかったインタビュー全文を町民体育館ホーム
ページに掲載しています。どうぞご覧ください。



町スポーツ施設・学校一般開放体育施設

利用団体の登録は１月31日(金)まで
　令和２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。
※ 令和２年度より、団体登録カードは廃止となります。

■申請期限　1月31日(金)
■提 出 先　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。）
■対　　象　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。）
■貸出会議　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。
■利用できるスポーツ施設
　１．町スポーツ施設

　　
　　※1.夜間照明＝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。

　２．学校一般開放体育施設

　　※　◎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

施　設　名 種　　目
【 】内はコート数

施設使用料
(1時間当り)

南　　公　　園

御 正 作 公 園
　　　  　

広場Ａ

　　　  　広場Ｂ
いずみ総合公園

と ね 運 動 場

西　体　育　館

野球【１】
テニス　人工芝【２】
　　　　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
剣道・空手・軽スポーツ（球技を除く）

330円
440円
330円
330円

330円

330円
（1面）40円

330円
330円
―
―

照明使用料
(1時間当り)
1,450円

240円

960円

960円

―
―
―
―
―

130円

ス バ ル
運動公園

学　校　名 施　設　名
校　庭 体育館等 柔剣道場 卓球場

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

―
◎
◎
◯
◯
◎
◯

校庭　　　　　960円
体育館　全面　380円／半面　190円
柔剣道場　　　130円
卓球場　　　　130円

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
―
―
―
―

◯
◯
◯
―
―
―
―

照明使用料(1時間当り)

（※2）

（※3）

（※1）



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

大　会　結　果

優　勝：葉狩孝良

■マスターズの部
優　勝：岩﨑弘美（大泉クラブ）

■一般男子上級
優　勝：中西颯・浅井匠汰（ラブ＆ラブ）
■一般男子中級
優　勝：栗田昌征・吉田朋生（ラブ＆ラブ）
■一般女子上級
優　勝：阿部紗英・須藤詩織（Hands up）
■小学生男子（5.6年の部）
優　勝：桒原慎・新井悠（大泉JBC）
■小学生女子（4年生以下）
優　勝：石黒郁美・権田美奈（大泉JBC）

■幼年の部　形
優　勝：小沼瑠生（大泉剛柔会）
■小学３年生男子の部　形
優　勝：福田龍之介（大泉剛柔会）
■小学５年生男子の部　形
優　勝：小沼豪瑠（大泉剛柔会）
■中学生男子の部　形
優　勝：松沼楽久（大泉北中）

■６年男子シングルス
優　勝：桒原慎（大泉JBC）

■中学生男子S1位トーナメント
優　勝：進藤信次郎（大泉南中）
■中学生男子S2位トーナメント
優　勝：飛田陸（大泉西中）

■中学生男子S3位トーナメント
優　勝：高橋一郎（大泉南中）
■中学生女子S1位トーナメント
優　勝：武柚香（大泉南中）
■中学生女子S2位トーナメント
優　勝：齊藤芽生（大泉南中）
■中学生女子S3位トーナメント
優　勝：上松莉子（大泉北中）
■一般男子シングルス
優　勝：髙野瑞希（つつじクラブ）
■一般女子シングルス
優　勝：中村直子（大泉クラブ）
■一般男子ダブルス
優　勝：森清輝・多田稔（大泉クラブ）
■一般女子ダブルス
優　勝：中村直子・岩﨑弘美（大泉クラブ）
■シニア男子シングルス
優　勝：多田稔（大泉クラブ）
■40代女子シングルス
優　勝：岩﨑弘美（大泉クラブ）
■ラージ男子シングルスⅠ部
優　勝：藤井伸一（グリーンクラブ）
■ラージ男子シングルスⅡ部
優　勝：服部栄二（大泉ラージ）
■ラージ女子シングルスⅠ部
優　勝：宮嵜とし（愛球会）
■ラージ女子シングルスⅡ部
優　勝：須藤澄江（大泉ラージ）

■3位トーナメント戦
優　勝：稲垣照子（大泉グリーンクラブ）
■4位トーナメント戦
優　勝：須藤新哉（大泉ラージ）

■一般男子の部
優　勝：松本・飯塚
■一般女子の部
優　勝：大谷・長内
■中学生男子の部
優　勝：阿部・江原（大泉北）

■中学生女子の部
優　勝：田部井・野口（大泉南）

■男子の部
優　勝：尾城勇
■女子の部
優　勝：萩口テル子

■ジョギングの部（1.5km）
優　勝：髙橋優仁 5′38″
■小学生女子の部（3km）
優　勝：中尾咲菜 11′46″
■小学生男子の部（3km）
優　勝：馬場健斗 11′37″
■中学生女子の部（3km）
優　勝：河野愛沙美 11′04″
■中学生男子の部（3km）
優　勝：松田壮央 11′13″
■一般女子の部（5km）
優　勝：森悠華 20′09″
■39才以下男子の部（5km）
優　勝：神保佑 16′47″
■40才代男子の部（5km）
優　勝：石井浩行 17′56″
■50才代男子の部（5km）
優　勝：中本明広 21′46″
■60才以上男子の部（5km）
優　勝：川島修 21′58″

11月号の大会結果に誤りがございました。
ここにお詫び申し上げますとともに、下記の通り
訂正いたします。

ミックスダブルス
■Cグループ
優　勝：尾城勇・澤田良子（大泉ラージ）

第25回大泉町体育協会ゴルフ大会
10月24日（木）太田双葉カントリークラブ

全日本卓球選手権大会　県予選会
6月30日（日）  伊勢崎市民体育館

第42回大泉町総合ダブルスバドミントン大会
10月6日（日）  町民体育館

第32回東毛ブロック空手道大会
11月4日（月）  太田市新田総合体育館

太田市藪塚本町地区スポーツ少年団大会
11月9日（土）  太田市藪塚本町社会体育館

第21回太田ラージボール卓球大会
11月13日（水）  太田市運動公園市民体育館

第43回大泉町民マラソン大会
12月8日（日）パナソニック㈱構内及び外周

第76回交歓ダブルス大会
9月28日（土）町民体育館

第55回大泉町民ソフトテニス大会
11月17日（日）・12月1日（日）  南公園テニスコート

第54回大泉町民卓球大会
11月10日（日）  町民体育館

第6回大泉町民
グラウンド・ゴルフ交流大会

11月19日（火）スバル運動公園

スキーバッジテスト

●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１日（日）町民体育館前駐車場　午前4時50分集合（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級受検は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。

大泉町体育協会スキー部
受検料を添え、2月23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）

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。

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



〒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

●A’sFactory Dance Fan Day Vol.8
　3月22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）

●大泉町立南・北・西保育園 三園合同冬のつどい「アイヌまつり」
　2月1日（土）午前11時30分～午後1時
　内　容：アイヌ料理の試食、トンコリ・ムックリ演奏、
　　　　　アイヌ舞踊の鑑賞と体験・交流
　入場料：無料
　問合せ：北保育園 ☎0276-62-2498
●夜間中学映画「こんばんはⅡ」上映とトークショー
　さまざまな事情で、中学校で勉強することができなかった人たちの
　学び直しの場である「夜間中学校」を知ってもらうための映画を上映します。
　2月11日（火・祝）午後2時～4時（1時45分開場）
　入場料：無料（定員200人、全席自由）
　申込み・問合せ：大泉国際交流協会 ☎080-6812-0152
　※映画「こんばんは」を午後0時10分から上映します。
●協働のまちづくり講演会『共助のちから』　　
　～本当にこころが満たされる生き方を求めて、いま私たちがなすべきこと～
　2月12日（水）午後7時～8時30分
　講　師：堀田 力 さん（公益財団法人さわやか福祉財団会長・弁護士）
　対　象：どなたでも参加できます。
　参加費：無料
　定　員：150人（定員になりしだい締め切り）
　申込方法：多文化協働課へ直接または電話、町ホームページ
　　　　　 （http://www.town.oizumi.gunma.jp）から申し込む。
          　　  手話通訳、生後6ヶ月から小学校6年生までの託児を
　　　　　　用意しています。希望する人は1月29日（水）までにお申
　　　　　　し込みください。当日の受付はできません。
　問合せ：大泉町役場多文化協働課 ☎0276-63-3111（内線262）
【同時開催】協働のまちづくりパネル展 午後6時～9時
　　　　　 「協働のまちづくりの分野で活躍している
　　　　　　 住民活動団体の取り組み」
●大泉町私立幼稚園 子育てセミナー
　「今、子どもたちに伝えたい性教育
　　～いのちと愛と防犯　親から伝えるメッセージ～」
　2月18日（火）午前10時開演（9時30分開場）
　講　師：のじま なみ 先生
　入場料：無料（全席自由）
　託　児：あり（１歳以上）1月17日（金）までに電話で申込み
　問合せ・託児申込：認定こども園みよし第二幼稚園 ☎0276-63-1621
●障害者の親亡き後の暮らしサポート事業　  今、親のすべきこと勉強会
 『障害がある子の「親なきあと」から「親あるあいだ」』
　2月22日（土）午後1時から受付　午後1時30分開演
　講　師：渡部 伸 氏（行政書士、社会保険労務士、「親なきあと相談室」代表）
　入場料：無料（全席自由）
　対　象：どなたでも参加できます。
　定　員：200人（定員になりしだい締め切り）
　申込方法：大泉町保健福祉総合センター・福祉課に直接または電話、
　　　　　　FAX(0276-62-2108)または大泉町ホームページから
　　　　　　申し込む。
　主　催：障害児・者親の会はぴはぴ／大泉町
　その他：当日は手話通訳、要約筆記をご利用いただけます。
　問合せ：福祉課 ☎0276-62-2121

●群馬県立西邑楽高等学校 芸術科音楽コース  第18回卒業記念演奏会　
　2月1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
●MUSICA SEM FRONTEIRAS チャリティーコンサート　　　　　　　　　　
　2月2日（日）午後5時開演（4時30分開場）
　入場料：前売り3,000円（当日3,500円）
　　　　　学生　1,500円（全席自由）
　問合せ：☎090-4001-6801（木下）
●第50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・マンドリン部が集い1年間の練習成果を発表します。　
　2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：群馬県高等学校ギター・マンドリン連盟事務局　　
　　　　 （前橋女子高校内）☎027-221-4188（中嶋）　
●第37回公利連サークルフェスティバル   　　　　　　　
　●コンサート　2月16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）
　　9サークルによるコンサート：ゲスト「太田市民吹奏楽団」
　●展示　2月15日（土）・16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16日（日）手づくりのお菓子販売があります。
　　問合せ：大泉町公民館 ☎0276-62-2330
●大泉保育福祉専門学校 第43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。福祉科では実習体験を基にした「介護劇」を、保育科
　では、「パネルシアター」「手話を交えた合唱」「子ども向けダンス」
　など、また展示コーナーでは子ども向けのワークショップを行います。
　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、皆さまお越しください。
　2月29日（土）午後1時30分開演（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
●「手話言語条例啓発イベント」
　人形劇「河の童」（かわのわっぱ）上演とミニ手話講習、手話体験コーナー　　　
　3月7日（土）午後2時開演（1時30分開場）
　※手話体験コーナーは1時から
　入場料：無料（全席自由）
　対　象：どなたでも参加できます。
　申込方法：大泉町保健福祉総合センター・福祉課に直接または
　　　　　　電話、FAX(0276-62-2108)または大泉町ホームページ
　　　　　　から申し込む。
　主　催：館林市聴覚障害者福祉協会／大泉町
　協力団体：館林邑楽手話通訳者の会／大泉町手話サークルはるにれの会
　問合せ：福祉課 ☎0276-62-2121
●邑楽館林吹奏楽連盟 第32回吹奏楽新人演奏会　　　　　　　　　　　　　　　
　この演奏会は本連盟に加盟する中学校・高校・一般の団体が参加し、
　吹奏楽活動の充実や演奏技術の向上を目的としています。吹奏楽の
　オリジナル曲だけではなく幅広いプログラムを予定しています。
　3月21日（土）午後1時開演（0時30分開場）
　入場料：100円（全席自由）
　問合せ：群馬県立館林女子高等学校 ☎0276-72-0139（事務局：田沼）

大ホール

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 3 月2 月

ほったつとむ



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

第43回県民芸術祭参加事業  県民音楽のひろば

古澤 巌古澤 巌
 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～

【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

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！

管弦楽：群馬交響楽団管弦楽：群馬交響楽団

●コンサート・ディ・フィオーレ・ピッコロ  　　　　　　　　　　
　2月24日（月・祝）午後0時45開演（0時30分開場）（予定）
　場　料：無料（全席自由）
　問合せ：山根音楽教室 ☎090-4132-2438
 

●日本文化着物着つけ体験　　　　　　　
　2月2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2回おおいずみ市民活動フェスティバル　
　～ひろがり つながれ 地域の輪（和）～
　3月1日（日）午前9時50分～午後2時30分
　入場料：無料
　ステージ発表：音楽、芸能慰問に取り組む団体の活動を発表
　ブース展示：団体の活動内容や会員募集をパネル等で展示
　多文化体験：いろいろな国の文化を体験
　模擬店バザー：日頃の市民活動をさらに充実させるべく
　　　　　　　　資金獲得のため、手作り物品や飲食物等の販売
　ワークショップ：工作、遊び、読み聞かせ等の体験
　スタンプラリー福引：スタンプラリーを集めてできる福引抽選会
　問合せ：大泉町社会福祉協議会 ☎0276-63-2294

●税理士会 館林支部の還付申告無料相談（予約制）
　2月14日（金）・15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（金）～31日（金）（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1日（土）・3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）

展示ホール

茶室棟

研修室

バンド機材説明会のご案内

貸出会議のご案内

○2月の貸出会議（2年  9月分）は 26日（水）午後６時  第3研修室　　
○3月の貸出会議（2年10月分）は 25日（水）午後６時  第3研修室　　

○2月のバンド機材説明会は 26日（水）午後６時30分  第3研修室
○3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

休　館　日
○2月…3日（月）・10日（月）・17日（月）・25日（火）
○3月…2日（月）・  9日（月）・16日（月）・23日（月）・30日（月）

2020

Ｓ席 5,000円
Ａ席 4,000円

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

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）

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



初心者
ヴァイオリン合奏教室
令和2年度 シネマ de ジャズ初心者
ヴァイオリン合奏教室

クリック

検 索文化むら

https://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１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25日(土)～定員になり次第締切り
月額3,800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）

●日　　時
●会　　場
●参加資格
●種　　目

2月9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

●参 加 費

●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

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18日(土)までに町民体育館へ
大泉卓球クラブ　中村：☎63-6319

●出 演 ●吉田西里神楽保存会(大泉町）　●休泊チンドンクラブ(太田市）
●大島岡里神代神楽(館林市）　　●みまつ連(館林市）　　　●気楽流柔術(伊勢崎市）

●主 催 大泉町／大泉町教育委員会 ●問合せ 大泉町教育委員会生涯学習課 ☎0276-63-3111(内線631)

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

令和2年度

第37回邑楽郡卓球選手権大会

お し ら せ
令和元年度分（2019年4月１日～2020年3月31日まで）大会等出場等援助申請は、

3月10日（火）締切です。それ以降はお受けできませんのでご了承ください。

文化むらジャズ・コンサートシリーズ

シネマ de ジャズ
スクリーン・ミュージックの名曲の数々を
たっぷりとお楽しみいただく、全３回のジャズ
・コンサートシリーズ。ベーシスト・川島
潤一のセレクションで、名画の感動が今、
よみがえる。

伝統芸能まつり伝統芸能まつり第５回第５回
町の指定重要無形文化財である吉田西里神楽をはじめ、周辺地域に根付く伝統芸能を披露します。

●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）

3回通し券：6,000円
　　1回券：2,500円

各回とも午後7時開演
（6時開場）

全席自由

※未就学児は入場できません。

●Vol.１「アルトサックス on スクリーン」
   2020年５月15日（金）
曲目：雨に唄えば、ルパンⅢ世、時の過ぎゆくままに、夜も昼も　ほか

●Vol.2「チェロ on スクリーン」
   2020年10月9日（金）
曲目：愛情物語、魅惑のワルツ、男と女、星に願いを　ほか

●Vol.3「トランペット on スクリーン」
   2021年1月15日（金）
曲目：ムーン・リバー、道、慕情、
曲目：ゴッド・ファーザー　ほか

チケット発売：2月29日（土）
窓口 午前8：30／電話 午前10：00 受付
発売日からチケットの電話予約ができます

文化むら・小ホール文化むら・小ホール

3月14日（土）午後1時30分開演（１時開場）（終演予定午後4時30分）
文化むら・大ホール 全席

自由
入場
無料

令和2年1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  https://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.372
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