
●問合せ
　文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

文化むら・大ホール
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、
一緒に楽しく歌いませんか？
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！

今回、入場券の前売りはいたしません。
参加希望の方は無料で配布中の「整
理券」をお求めいただき、公演当日に会
場にて参加料1,500円をお支払いくだ
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

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。

～整理券を配付中です～

文化むら窓口にて無料で配布中！

●日　　時　11月7日（土）
　　　　　　午前9時30分～11時30分　※10分前に集合
●場　　所　スバル運動公園
　　　　　　※雨天時は東小体育館にて実施。台風等荒天時は中止。
●対　　象　町内の小学生
　　　　　　※小学3年生以下の参加については保護者の同伴を
　　　　　　　お願いします。
●募集人数　先着40名
●参 加 費　教室当日（11月7日（土））支払い
　　　　　 （1人500円　※スポーツ傷害保険料含む）

小学生のみなさんに走り方のコツをアドバイスします。楽しく汗を流しましょう！！

SUBARU
陸上競技部 もっと速く走れる！ 走り方教室

●講　　師　SUBARU陸上競技部
●主　　催　(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
●申込方法　9月17日(木)～定員まで
　　　　　　お電話または町民体育館窓口にて受付開始
●問 合 せ　町民体育館 ☎0276-63-5250
●そ の 他　運動に適した服装と運動靴を着用してくだ
　　　　　　さい。（※雨天時上履き持参）
　　　　　　飲物・タオル等各自ご用意ください。

コロナウイルス感染拡大防止の為、検温結果を伺いますので、ご自宅で
検温をお願いします。
咳や発熱、味覚異常等、感染が疑われる症状がある方は、参加自粛を
お願い致します。

※新型コロナウイルス拡散防止対策の為、延期又は中止する場合があります。

！

（当日にお支払いください）

※会場が変更になりました。

文化むら文化むらをご利用ください！ご利用ください！文化むらをご利用ください！

文化むらでは各種感染防止対策を実施中です。
● 感動のコンサート
● 音楽練習
● お仕事の打合せ

色々な目的に皆様のご利用をお待ちしています！

スポーツと
文化の
情報誌
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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！
10月より
インフルエンザ予防接種始まります

おなかのおなかのおなかのおなかの

鼠径ヘルニア
 痔・下肢静脈瘤の
　  お悩みを解決いたします

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

詳細は次号のフレッシュおおいずみをご覧ください。

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…

銀幕を飾った名作映画のテーマ曲に加え、オペラやミュージカルで
お馴染みの名曲の数々を群馬交響楽団の演奏でお楽しみください。

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/

群馬交響楽団コンサート
懐かしの映画音楽やミュージカル、
　　　　　　 クラシックの名曲をお届けします。

宝くじ文化公演

●問合せ　文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

文化むら・大ホール
2月23日（火・祝）2021年 午後3時開演

指揮：竹本泰蔵

管弦楽：群馬交響楽団管弦楽：群馬交響楽団管弦楽：群馬交響楽団

チケット
11月発売予定



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

●いしざかびんが　ギター弾き語りの夕べ
　11月27日（金）午後６時３０分開演（６時開場）
　入場料：2,000円（全席自由）
　問合せ：☎0277-51-3041（石坂）

●大泉町商工会「会員事業所ＰＲ展示会」
　10月31日（土）午前10時～午後3時
　11月 1日（日）午前10時～午後3時
　入場料：無料
　問合せ：大泉町商工会 ☎0276-62-4334

●第38回小ちゃなファミリーコンサート（発表会）　
　10月18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：☎048-588-6982（井内）
●愛のささやき Vol.29
 〈オーボエ・ヴァイオリン・ピアノ・チェロのひと時〉
　11月29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：パッサロ事務局 ☎048-588-6982（井内）

大ホール 小ホール

展示ホール

10月 11月

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（3年5月分）は 27日（火）  午後6時  第1研修室

○11月の貸出会議（3年6月分）は 25日（水）  午後6時  第1研修室

○10月のバンド機材説明会は 27日（火）午後6時30分  第1研修室

○11月のバンド機材説明会は 25日（水）午後6時30分  第1研修室

休　館　日
○10月…5日（月）・12日（月）・19日（月）・26日（月）
○11月…2日（月）・9日（月）・16日（月）・24日（火）・30（月）

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



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

●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（仮）
　　　　　(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。

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

●対　　象　町内在住・在勤者

●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　教室開始日支払い

　　　　　　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　お電話または町民体育館窓口にて受付

　　　　　　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

コロナウイルス感染拡大防止の為、検温結果を伺いますので、ご自宅で検温をお願いします。
咳や発熱、味覚異常等、感染が疑われる症状がある方は、参加自粛をお願い致します。

！

※新型コロナウイルス拡散防止対策の為、延期又は中止する場合があります。

大　会　結　果

優　勝：今泉紀嘉（大泉卓遊会）

新型コロナ撲滅ラージ卓球大会
7月6日（月）太田市運動公園体育館

※優勝のみの掲載となります。
その他大会結果はＨＰにて掲載予定。
https://www.bunkamura.or.jp/

sports/sports_top.htm

　(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団では、令和２年度の強化指定団体・育成指定
団体を決定し、指定書の交付、及び強化費・育成費の贈呈を致しました。本町における
スポーツ活動の普及、活性化のため、今後のご活躍を期待いたします。

●スポーツ関係
・育成指定団体 ・一般強化指定団体

大泉剛柔会
代表
坂本　健治

令和2年度 令和2年度 スポーツ文化団体　強化・育成指定スポーツ文化団体　強化・育成指定令和2年度 スポーツ文化団体　強化・育成指定

BLAZE
代表
西山　加奈



〒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

11月29日（日）午前8時30分試合開始
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）
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30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
●場　　所
●対　　象
●種 　 別

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第56回 大泉町民ソフトテニス大会
11月5日（木）午前7時スタート
太田双葉カントリークラブ
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
　…当日各自精算（乗用カート代・昼食・
　　ワンドリンク含む　※グラスビール可）
大泉町体育協会
8月24日（月）午前9時～10月18日（日）午後5時
までに町民体育館へ
※申込書は町民体育館にて配布します。

※4人1組で参加費を添えて申し込み下さい。

※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）

●日　　時
●会　　場
●募集人数
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第26回 大泉町体育協会ゴルフ大会
※新型コロナウイルス感染防止対策の為、延期又は
　中止する場合があります。

トレーニング室の利用についてトレーニング室の利用についてトレーニング室の利用について
トレーニング室内での感染拡散防止のため、以下の点を厳守の上ご利用ください。

※感染の状況等により、以下の条件は変更となる場合がございます。

（１）会員の方のみご利用いただけます。
（２）一度にご利用いただける人数を10名以内とさせていただきます。
（３）ご利用いただくには窓口・電話での予約が必要となります。
　　（翌々日まで可能）
（４）ご利用は１日につき１区分（１時間以内）に制限させていただきます。
（５）密集・密接・密閉を避けるため使用できる器具を制限させていただき、

各区分入替時に換気を行います。

利用条件
１．利用前
　①健康状態が良好である（発熱、咳、鼻水、のどに痛み、味覚や
　　臭覚の異常はない）
　②同居する家族や身近な知人に感染者や濃厚接触者がいない
　③過去１４日間以内に政府から入国制限や入国後の観察
　　期間を必要とされている国や地域に行っていない
　④マスクを持参している
　⑤来館前に検温を各自でお願いします
　⑥入室前に利用者名簿・チェックシートを記入して頂きます

２．利用中
　①十分な距離の確保（接触はしない）
　②大きな声を出しての会話をしない
　③マシン利用後は、必ず消毒液にてふき取りを行う
　　(入室前に窓口で消毒液等貸出します)
　④利用時は可能な限りマスクを着用する

注意事項

区分

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

9：00～10：00

10：15～11：15

11：30～12：30

12：45～13：45

14：00～15：00

利用時間 区分

区分⑥

区分⑦

区分⑧

区分⑨

15：15～16：15

16：30～17：30

17：45～18：45

19：00～20：00

利用時間

ご利用いただきますお客様ご自身及び皆様の予防のため、しばらくの間ご協力をお願いいたします。



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

町民体育館のアリーナ床等の改修工事を行います。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願い致します。

※工事の状況により、内容が変更する場合がございます。

利用できない期間

10月1日（木）～ 令和3年1月31日（日）

工事中も利用できる施設

トレーニング室、会議室など

※窓口は、通常通り受付などの業務を行います。詳しくは、町民体育館（☎0276-63-5250）へ
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