
【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８月予定
グラウンド整備
スポーツ施設

 

平日890円・休日990円
年次有給休暇・70歳定年

若干名
 

令和２年８月予定
窓口等（平日・土曜）
町民体育館

令和２年８月予定
窓口等（夜間・休日）
町民体育館

●原則週３日勤務
　月曜～土曜
　　8:30～15:30（6時間）
　　9:30～16:30（6時間）
　　　　　　 のローテーション

●原則週３日勤務
　月曜～土曜
　　16:15～21:15（5時間）
　日曜・祝日
　　08:15～15:15（6.5時間）
　　15:15～21:15（6時間）
　　　   　　　のローテーション

●週３・４日勤務
　月曜～土曜
　　8:30～16:30（7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・②・③のいずれかを記入《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
　　　　　　 ・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

６月１５日（月）から屋内運動施設の貸出しが
再開し、屋外運動施設に関しては、貸出し条件
の変更をしました。

※施設ごとに利用条件が異なります。
　注意事項と合わせてご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため停止していた施設の
貸出しが、６月１６日（火）から再開されました。
ご利用にあたっては

● 各施設の定員は、通常時の約半分
● 来館前の検温
● 体調異常の際の来場見合わせ
● マスクかフェイスシールドを着用
● ソーシャルディスタンスの確保
● １時間に１回程度の換気
● 来場者全員の連絡先の確保
といった条件がございます。

詳しくは文化むらホームページにて
ご確認ください。

文化むら
新型コロナウイルス
関連情報ページ

運動施設
新型コロナウイルス
関連情報ページ

大泉町文化むら大泉町文化むらの施設貸出し施設貸出しが
条件付きで再開しました条件付きで再開しました

運動施設貸出し運動施設貸出しが
条件付きで再開しました条件付きで再開しました

大泉町文化むらの施設貸出しが
条件付きで再開しました

運動施設貸出しが
条件付きで再開しました

パートタイム準職員

【応募対象】町内外問いません　　【応募期間】令和2年7月21日～7月29日

① ③②

新型
関

スポーツと
文化の
情報誌

FreshFresh
2020

Vol.375

7隔月刊

OIZUMI



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

熱中症に気をつけよう

●問合せ　文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

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歌集「うたの世界111」を使用しますので、お持ちの方
はご持参ください。当日330円で販売もいたします。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　1,500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：7月30日（木）
（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

10月22日（木）午後2時開演（1時30分開場）
★感染防止のため、今回歌集のレンタルは行いません。
★歌詞の映写を予定しています。
★ご参加にあたり、マスクまたはフェイスシールドの
　着用をお願いする場合がございます。

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・小ホール文化むら・小ホール

2021年3月12日（金）に開催延期

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。

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

10月14日（水）10月14日（水）
午後2時30分開演（2時開場）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：8月19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

※フレッシュおおいずみ3月号にて、6月3日（水）開催とお知らせしましたが、
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催日及びチケット発売を
　上記の通り変更させていただきます。

※フレッシュおおいずみ3月号にて、6月3日（水）開催とお知らせしましたが、
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催日及びチケット発売を
　上記の通り変更させていただきます。

文化むら
大衆演劇

スク
たっぷ
・コ

文化むら
衆演劇

～人情芝居と豪華絢爛舞踊ショー～

開催中止



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

●西邑楽高校美術コース1・2年生展　
　9月18日（金）・19日（土）
　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：西邑楽高校 ☎0276-63-5851（松原）

●第95回エスポアール小品展
　9月18日（金）～9月20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：エスポアール ☎0276-86-2578（入谷）
　後援：大泉町文化協会

●音楽発表会
　9月22日（火・祝）午後1時開演（0時50分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：小澤ピアノ教室 ☎070-2668-9684

●大泉町歌謡慰問団「敬老の集い」
　9月22日（火・祝）午後2時開演（1時30分開場）
　入場料：無料
　問合せ：☎090-2667-1700（山田）

  

大ホール

小ホール

展示ホール

展示コーナー

8月 9月

バンド機材説明会のご案内

貸出会議のご案内

○8月の貸出会議（3年3月分）は 25日（火）  午後6時  第1研修室

○9月の貸出会議（3年4月分）は 25日（金）  午後6時  第1研修室

○8月のバンド機材説明会は 25日（火）午後6時30分  第1研修室

○9月のバンド機材説明会は 25日（金）午後6時30分  第1研修室

休　館　日
○8月…3日（月）・11日（火）・17日（月）・24日（月）・31（月）
○9月…7日（月）・14日（月）・23日（水）・28日（月）

第８回 GUNMAマンガ・アニメフェスタが　　
文化むらで開催されます

今、世界から注目を集めているマンガ･アニメーションは、もはや日本発の現代芸術！
「GUNMAマンガ・アニメフェスタ」は、これらの制作の楽しさを広め、作品発表の機
会を提供するために、平成25年度から毎年開催されています。
フェスタ会期中、マンガ・４コマまんが・アニメーション・イラスト部門の応募作品の
中から入賞・入選作品を展示する他、マンガやアニメに関するイベントを多数開催！
今年の作品募集期間は９月１日（火）～１０月２８日（水）、賞金・副賞・参加賞あり！
奮ってのご応募をお待ちしています。

イベント
内容

作品展示／ステージイベント／
コスプレ／痛車展示　などを予定しています。
※新型コロナウイルスの感染状況により開催中止・変更と
　なる場合があります。

●問合せ　群馬県教育文化事業団 ☎027-224-3960
詳しい応募方法は
こちらから

入場無料
2月13日（土）・14日（日）令和3年



吉田 紗季トレーナー
健康運動実践指導者／健康運動指導士／NESTA PFT
9年間スイミングスクールに勤務。
退職後、大泉町町民体育館トレーニング室インストラクター。
得意分野は、機能改善とお客様に楽しく長くトレーニングを
続けて頂けるように指導をすることです。

トレーニングトレーニング
自宅でできる

O脚改善やメリハリのある脚を目指そう！

HPにて自宅でできる
トレーニングやストレッチを紹介しています。 https://www.bunkamura.or.jp/sports/sports_top.htm

資格
経歴

内もものトレーニング 使うもの あればマット（床でもOK）

横向きになり、肩の下に肘が来
るように床につき、反対側の手
はコアが抜けないように床につ
けます。
伸ばしている脚のつま先は外側
に向けます。

1 骨盤が開かないように姿勢を
キープしながら伸ばしている方
の脚を上に上げます（やや前方
に上げる）

2 上げた脚をゆっくりと下ろします。
その時に床に脚がつかないよう
に下ろしましょう。

3

左右12～15回 を2～3セット
インターバル30秒～1分

左右12～15回 を2～3セット
インターバル30秒～1分

ひきしまった二の腕を手に入れよう！
二の腕のトレーニン

グ
使うもの 500mlのペットボトル

椅子の背もたれや壁につかまり、
上半身を前傾に倒します。ワキを
しめてペットボトルを持ちます。

1 肘を支点としながらワキはしめ
た状態で肘を伸ばします。
（腕が床と並行になる位置まで
上げます）

2 ゆっくりと元の位置に戻します。3



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
〒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

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、参加者の安全と感染拡大防止を考慮し、
中止とさせていただきます。
皆さんのご理解をお願いいたします。

◆第24回大泉町民スポーツ・レクリエーション祭
　9月6日（日）場所：町民体育館及びその周辺・スバル運動公園・とね運動場

中止
イベント

キャンペーンキャンペーンキャンペーンイキイキ生活イキイキ生活イキイキ生活

 公式チャンネルにて
ストレッチを紹介
しています！ 



古澤 巌古澤 巌
～第２９期シリーズのお知らせ～

5,500円
◆ 今回は２公演通し券（シリーズ券）の販売はありません。
◆ 小ホールでのミニ・コンサートは中止となる場合があります。
※公演内容等は出演者の都合により変更になる場合があります

ウイルス感染状況により、座席を間引いて
チケットを販売する場合があります。

全席
指定

各回とも 午後６時開演（５時開場）

文化むら・大ホール

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

11月28日（土）

ヴァイオリンの夜 in 文化むらヴァイオリンの夜 in 文化むら

Vol.1 ウインターパーティー

平沼有梨ナイト
　　　　with 武澤秀平

2020年 3月6日（土）
Vol.2 スプリングパーティー

ヴァイオリンの夜
　  スペシャルゲスト 室井滋

2021年

２月の群馬交響楽団公演にてオーケス
トラ用編曲を担当した平沼有梨の壮大
な世界をお楽しみ下さい。特別ゲストと
して i baracciから「バロック王子」武澤
秀平(ガンバ奏者)を迎え、古澤との新しい
ユニットをいち早くお届けします。

名手・金益研二(ピアノ)との古澤の原点
「ヴァイオリンの夜」。そして特別ゲストに
なんと女優・室井滋さんが登場。
音楽と語り初コラボに乞うご期待！

ヴァイオリニスト・古澤巌プロデュースによる人気コンサートシリーズ。
楽しいお喋りにのせてお贈りする、豪華ゲストとの華やかなステージ。
大泉町ならではのロマンティックなひととき…

チケット発売
●Vol.１ ウインターパーティー  8月23日（日） 
●Vol.2 スプリングパーティー  11月22日（日）
（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

クリック

検 索文化むら

https://www.bunkamura.or.jp/

●日　時　9月24日より毎週木曜日・全20回
　　　　　午後1時30分～2時10分（半年通しでの開催となります）
●場　所　大泉町文化むら　展示ホール・第３練習室
　　　　　(9月～11月) 10日　 9/24、10/1・15、11/5・12・19

　　　　 　10/8・22・29、11/26 は
　　　 　　　①13：00～13：40　25名
　　　 　　　②14：00～14：40　25名　の２部制となります

大泉町文化むら　展示ホール　町民体育館
　　　　　(12月～3月) 10日　 12/3・10・24、1/7・28

　 2/4・18・25、3/4・11
　　　　　 　※日程・場所が変更になる場合がございます。その際はHPで

　　　　　　　お知らせします。

●対　象　町内在住・在勤者

今、話題のリンパストレッチで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す！

骨盤リンパストレッチ教室

●定　　員　50名
　　　　 　　　※申込多数の場合、後期シリーズ（6ヵ月）申込みの方を

　　　　　　　　優先させて頂きます。

●参 加 費　参加費は教室開始日に支払いとなります。
　　　　　　後期シリーズ  6,000円　
　　　　　 ※9月下旬～11月まで、または12月～3月までの
　　　　　 　3カ月3,000円のみ申込みも可能。
●講　　師　Ichico（イチコ）先生
●申込方法　7月20日(月) 午前9時からお電話または
　　　　　　町民体育館窓口にて受付開始
　　　　　　2部制の①、②の時間選択は先着となります。
　　　　　　申し込み時に選択ください。
　　　　　 （途中参加も随時受付します）
●問 合 せ　町民体育館 ☎0276-63-5250

中止となった前期シリーズを
申込の方も、後期シリーズは
新たに申込が必要となります

令和2年7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.375
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