
●日　時　4月9日より毎週木曜日  全20回 
　　　　　※詳しい日程は窓口で要項を確認ください。都合により変更になる場合があります。
　　　　　町民体育館 アリーナ…（4月～6月)10日
　　　　　大泉町文化むら ………（7月～9月)10日
●時　間　午後1時30分～2時30分（半年通しでの開催となります）
●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円のみの申込みも承ります。
●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
●定　　員　60　※優先させて頂きます。
●講　師　Ichico（イチコ）先生
●申込方法　3月16日（月）午前9時から町民体育館にて受付開始
　　　　　（途中参加も随時受付します）
●問合せ　町民体育館 ☎0276-63-5250

～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しょう～

骨盤リンパストレッチ教室

●日　時　5月・6月の毎週金曜日
　　　　　5月…08日・22日
　　　　　6月…12日・26日
　　　　　  ※都合により変更になる場合があります。
●時　間　午前10時～11時
●場　所　町民体育館
●参加費　2,000円
●定　員　15名
●講　師　青木　昭子 先生
●問合せ　町民体育館 ☎0276-63-5250

～自律神経を整えて
　　心と体をリラックスしましょう～

リラクゼーション
　　　 ヨガ教室

聖火ランナーに選ばれた、野口ブルーナさんにインタビューを頂いてます！（中ページに掲載）

スポーツと文化の情報誌
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◆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・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
※上記3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30日（土）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
１人（組）5分以内（時間厳守）
※時間内であれば曲数制限無し
3月10日（火）～4月10日（金）
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13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30日（土）・31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

月 （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

就職氷河期世代を対象とした採用試験を実施します
【募集職種】スポーツ文化の企画運営・施設管理業務・経理等
　　　　　　　 ※詳しくは、フレッシュおおいずみ５月で公表いたします。

令和２年度
事業団職員
募集



TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

健康内視鏡で見つける！内視鏡で見つける！内視鏡で見つける！内視鏡で見つける！
おなかのおなかのおなかのおなかの

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２０20

9月13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。
４月14日（火）～６月14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

●募集期間
●主　　催
●問 合 せ

「キッズの部」「一般の部」を
同日開催！

文化むら・大ホール 全席
自由

入場
無料

参加者募集　4月14日㈫～

（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団では、大泉町のスポーツ・文化の発展のため
下記基準に該当する団体の育成・強化を図る助成を行っています。ご活用ください。

１．スポーツ・文化団体育成指定基準
　　事業団の事業等に参加したことを契機に、新たに団体を組織し、普及・振興に寄与
　　できると理事長が認めたものとする。
２．スポーツ・文化団体強化指定基準
　　令和元年度の各種大会、コンクール等に事業団の規定に基づく助成を受けて出場し
　　た団体又は団体に所属する個人の成績が次のいずれかに該当するものであること。
　 （１）県大会又は関東大会等で優勝したとき。
　 （２）全国大会で４位以内になったとき。
　 （３）その他、理事長が特に必要と認めたとき。
●申請期間　令和2年4月1日から5月31日まで
●申請場所　スポーツ関係は町民体育館／文化関係は文化むら（月曜休館）
●そ の 他　申込方法その他詳細は事業団ホームページをご覧ください。

大泉町のスポーツ・文化団体
育成・強化助成のお知らせ

●問合せ　文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

07月14日（火）
10月22日（木）

両日とも
午後2時開演
（1時30分開場）

文化むら・展示ホール 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
2回通し券  2,500円
　   1回券  1,500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

チケット発売：4月15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

今年は
2回公演！

お知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
３月８日（日）開催予定の
「文化むらジュニア・カラオケ選手権
大会」を延期いたします。
●開催日　8月10日（月・祝）
　　　　　午後2時開演（1時30分開場）
●会　場　文化むら・大ホール
●入場料　500円（全席自由/未就学児無料）
　　　　　　  ※改めて4月22日（水）から
　　　　　　  　入場券を販売します。
　　　　　  　※延期前にご購入いただいた
　　　　  　　　入場券も、そのままご使用
　　　  　　　　いただけます。



〒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
0276-80-9311TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店

文化事業支援のお知らせ (公財)大泉町スポーツ文化振興事業団では、令和2年度中に実施する文化
事業で、大泉町民を対象に実施する団体の活動費の一部を支援いたします。
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大泉町内に活動拠点を置き、代表者および事務局が町内で、
10名以上（うち、2分の1以上が大泉町在住者）の構成員数を
有し、文化事業支援基準を満たす団体
令和2年4月1日（水）～5月31日（日）
文化むら（午前9時～午後5時、月曜休館）

●対　　象

●申請期間
●申請場所

申請書等の詳細は文化むらホームページを
ご覧ください。
文化むら
☎0276-63-7733
(月曜休館)

●そ の 他

●問 合 せ

●アトリエセキグチ絵画展2020　　　　　　　　　　   　　       
　5月1日（金）～3日（日・祝）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

●第95回エスポアール　小品展　　　　　　　　　　　         　
　5月1日（金）～3日（日・祝）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）

●佐藤美智子と仲間たちの人形展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　5月21日（木）～24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：☎0276-62-2558（佐藤）

●月  茶会（体験教室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　4月4日（土）・5月2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）

●第19回大泉マンドリンコンサート　　　　　　　　    
　4月19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）
●第38回小ちゃなファミリーコンサート(発表会)　　　　　　　　　
　4月29日(水・祝）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）
●館林女子高校吹奏楽部　第20回定期演奏会                            　  
　5月4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：館林女子高校 ☎0276-72-0139　
●大泉町歌謡慰問団「結団式」　　　　　　　　　　　　　
　5月5日（火・祝）午後2時開演（1時30分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　特別出演：寅谷リコ
　友情出演：さいたまんぞう
　問合せ：大泉町歌謡慰問団事務局 ☎090-2667-1700（山田）
●第12回東部地区ソロコンテスト（吹奏楽）                   　 
　5月9日（土）・10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）
　問合せ：太田市立木崎中学校 ☎0276-56-1031（渡辺）
●民族歌舞団 荒馬座公演「実り、祈り、命のまつり」　　　　　　　　　　　
　5月17日（日）午後3時開演（2時30分開場）　　　　　　　
　入場料：指定席　大人2,500円　
　　　　　　　　　小人（3歳～中学生まで）・障がい者2,000円
　　　   　自由席　大人2,000円
　　　　　　　　　小人（3歳～中学生まで）・障がい者1,000円
　　　　　※当日は各500円増、膝上無料（席が必要な場合は有料）
　問合せ：大泉町荒馬座公演実行委員会 ☎090-3246-3092（岩崎）

大ホール

展示コーナー

研修室

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 5 月4 月

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（2年11月分）は 28日（火）午後６時  第3研修室
○5月の貸出会議（2年12月分）は 26日（火）午後６時  第3研修室

○４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
○5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

休　館　日
○4月…6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）
○5月…7日（木）・11日（月）・18日（月）・25日（月）

公 演 中 止公 演 中 止公 演 中 止公 演 中 止



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

第23回硬式テニス教室
4月4日（土）・11日（土）・5月2日（土）・9日（土）
予備6月6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28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）
　☎0276-61-11900（若林）
※平日の問合せは18時以降でお願い致します。

●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18回大泉町女子ダブルステニス大会
4月15日（水）※雨天時4月22日（水）
午前8時15分～8時45分 受付 
南公園テニスコート
大泉町在住・在勤・在学生・
令和2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）リーグ戦後、
トーナメント6ゲーム先取、ノーアドバン方式、
セルフジャッジ
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15日（日）～4月4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）
　☎0276-61-11900（若林）
※平日の問合せは18時以降でお願い致します。

●日　時

●会　場
●対　象

●種　別

●参加費

●主　催
●申込方法
●問合せ

大　会　結　果

■6年生男子
優　勝：桒原慎（大泉JBC）

■Ａグループ
優　勝：須藤新哉・桝井絹代（大泉ラージ）
■Ｂグループ
優　勝：山嵜静男・植村良子（大泉ラージ）
■Ｃグループ
優　勝：服部栄二・小林佐智子（大泉ラージ）

■混合ダブルス初級
優　勝：渡辺拓也（ラブ&ラブ）・
優　勝：渡辺政美（ラブ&ラブ）

■混合ダブルスシニアクラス
優　勝：曽根弘子（ＴＢＨ）
■ファミリークラス
優　勝：桒原慎（大泉JBC）・
優　勝：桒原彩名（大泉JBC）

■16組
優　勝：今泉紀嘉（大泉卓遊会）
■17組
優　勝：須藤新哉（大泉ラージ）

■混合ダブルス10グループ
優　勝：菱山弘司・大川文子（尾島クラブ）
■女子シングルス65歳以上上位
優　勝：大川文子（尾島クラブ）

■男子団体
優　勝：大泉クラブA
■中学生女子
優　勝：武柚香（大泉南中）
■一般女子
優　勝：中村直子（大泉クラブ）
■OG
優　勝：岩﨑弘美（大泉クラブ）
■ラージ男子
優　勝：藤井伸一（グリーンクラブ）
■ラージ女子
優　勝：安田敏子（グリーンクラブ）

太田ジュニアカップバドミントン大会
12月8日（日）太田市運動公園市民体育館

第77回交歓ダブルス大会
12月14日（土）  町民体育館 第52回ラージ卓球館林Ｓリーグ

12月26日（木）  館林城沼総合体育館

群馬県ラージボール新春交流大会
1月12日（日）  桐生市民体育館

第37回邑楽郡卓球選手権大会
2月9日（日）  町民体育館

第40回
大泉町バドミントンフェスティバル大会

12月15日（日）町民体育館

R2年度スポーツカレンダーはこちらでご確認ください。

https://www.bunkamura.or.jp/sports/sports_top.htm



Q大泉町でお育ちということですが？
野：はい。4歳からずっと大泉町に住んでいて、西小・西中出身です。スポーツはバスケットボールをやっていました。
事：バスケットではＵ－14に選出された事もあるんですよね！大泉町での特別な思い出はありますか？
野：えー！いっぱいあります。大泉大好きなので。
事：選びきれないほどあるんですね。

Ｑ聖火ランナーの応募のきっかけは何ですか？
野：同僚が職場で聖火ランナー募集の紙を見ていて、それが締め切りの一週間前だったんですけど、応募して
みようかな・・と。ほんと偶然でした。その中で、「違いを受け入れる文化」について作文を提出しました。日系
ブラジル人として大泉町で体験した事を書いたり、被災地の復興ボランティアにも1年半近く行っていたのですが、
その事についての思いなども書きました。

Ｑ日本でオリンピックが開催になることに対しての思い入れはありますか？
野：私は日本で過ごしている中で、周りにいる方にすごく助けられました。復興の意味でも感謝の気持ちを込めて、
元気づける走りができればいいなと思ってます。また、私の友達であるオコエ桃仁花さん（富士通レッドウェーブ／
Wリーグ所属女子バスケットボールチーム）がもしかしたら選手に選ばれるかもしれないので応援したいです。

Ｑ野口さんはスポーツで何を学びましたか？
私は小学4年生からバスケットをやっていますが、小学生ながらに
一致団結して頑張る事を学びました。目標に対して、一生懸命チーム
で頑張る事は、今でも特別な思い出です。子ども達には、時には
喧嘩もしながら、自分で頑張る力を身に着けてほしいです。色々な
思い出を作ってほしいですね。

大泉町の方へメッセージ
私は日本で過ごしている中で、色々な形で、沢山の方に優しく接して
頂けた事に感謝してます。日系ブラジル人が多い町なので、今まで通り
仲良く、これからも宜しくお願いします。

平成10年9月7日生まれ（21歳）
大泉町西中学校、埼玉栄高等学校
大泉町役場通訳
・好きなこと：人と話すこと、食べること、子どもと遊ぶこと
・これからしていきたいこと：「大泉大使を目指します！笑」

野口ブルーナさんのプロフィール

INTERVIEW

好評発売中!!好評発売中!! ￥1,000（税別）￥1,000（税別）
Amazon、楽天、全国発売中ダウンロードご視聴できます。

3曲入りシングル3曲入りシングル3曲入りシングル3曲入りシングル3曲入りシングル3曲入りシングル

検索タイムトラベル小泉線タイムトラベル小泉線



第46回大泉町バレーボール大会
5月24日（日）午前8時30分開会式
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)
1チーム4,000円(大会当日徴収）
大泉町体育協会
大泉町バレーボール協会 ☎090-4188-7243(熊谷）

●日　時
●会　場
●対　象
●参加費
●主　催
●問合せ

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。

シネマ de ジャズ
文化むらジャズ・コンサートシリーズ

シネマ de ジャズ

●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、ゴッド・ファーザー　ほか

チケット好評発売中
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

第32回大泉町シングルステニス大会（硬式テニス）
5月3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10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
令和2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）
1名　大泉町テニス協会員1,000円・高校生以下１,700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11日（土）～4月25日（土）
午後3時までに町民体育館へ
天候などにより開催できない場合は、参加費の払い戻しを
します。※詳しくは要項をご覧ください。
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

●種　目
●参加費

●主　催
●申込方法

●払い戻し

●問合せ

第30回記念  大泉町空手道大会
4月12日（日）午前8時30分集合開始
4月12日（日）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小学生低学年以下
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

●会　場
●対　象

●種　目

●主　催
●問合せ

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3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3日（水）午後2時30分開演（2時開場）

1,500円全席指定

文化むら・大ホール文化むら・大ホール
チケット発売：4月8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

令和2年3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.373
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