
事業団職員採用試験（就職氷河期世代）
就職氷河期世代を対象とした正規職員

【受付期間】　令和２年12月１日～12月23日
■申込方法等　・ 当事業団ホームページからダウンロードした申込書（自筆）を職員採用試験要項に従い、総務課（文化むら内・月曜休館）

までお持ちください。　【※詳しくはHPをご覧ください】
■問合せ：総務課【文化むら内　☎0276-63-7733（午前９時～午後５時、原則月曜休館）】

【職　　種】
○事業団主催事業の企画運営
○施設管理業務
○経理・庶務などの業務

【勤 務 地】 町民体育館・文化むら

【時　　間】
原則週５日間、１日７時間45分勤務
Ａ�8:30～17:15　Ｂ�13:15～22:00�
配属により異なります

【給　　与】 当事業団関係規定による
※詳細についてはお問い合わせください

【受験資格】 昭和49年４月２日から昭和62年４月１日
までに生まれた方

【選考方法】
１次選考：書類審査
２次選考：�筆記試験(教養・適性)、面接

審査等
【採用期日】 令和３年４月予定
【募集人員】 若干名

骨盤リンパ
ストレッチ教室④

宝くじ文化公演

群馬交響楽団コンサート
～オーケストラで聴く、懐かしの映画音楽～

銀幕を飾った名作映画のテーマ曲を
群馬交響楽団の演奏でお楽しみください。

《曲目》
「ニュー・シネマ・パラダイス」、「道」、
「ひまわり」、「ウエストサイド物語」、
「カヴァレリアルスティカーナ」�ほか
名作映画のテーマ曲多数
※曲目の一部が変更になる場合があります。

2021年 ２月２3日(火・祝)
午後３時開演（２時開場）

Ｓ席2,000円／Ａ席1,000円全席指定
※宝くじの助成により特別料金となっています。
※未就学児は入場できません。

県内の方のみご購入
いただけます。

チケット発売　11月15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。

管弦楽 群馬交響楽団

指揮 竹本泰蔵

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！

●日　　時　12月10日より毎週木曜日・全10回
　　　　　　午後１時30分～２時10分
　　　　　　（時間短縮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
　　　　　　(12月～３月)�10回　12/10・24、1/7・28
　　　　　　　　　　　　　　�　�2/4・18・25、3/4・11・18
※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
●定　　員　追加募集20名　
　　　　　　�申込多数の場合、後期シリーズ（９月～６ヵ月）

申込みの方のキャンセル待ちとなります。
●参 加 費　参加費は教室開始日に支払いとなります。
　　　　　　12月～３月　３カ月3,000円
●講　　師　Ichico（イチコ）先生
　　　　　　（リンパマッサージ指導者・ズンバゴールドインストラクター・上級心理カウンセラー）
●申込方法　町民体育館窓口にて受付中
●問 合 せ　町民体育館（☎0276-63-5250）

トレーニング室トレーナー
吉田さんによる「ウォーキング教室」を開催します！

（裏表紙に掲載）⬅ ●問合せ　文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）
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古澤 巌
ヴァイオリンの夜in文化むら

シネマdeジャズ

～第29期シリーズのお知らせ～

各回とも午後６時開演（５時開場）

文化むら・大ホール／5,500円（全席指定）

文化むら・小ホール
※未就学児は入場できません。

１回券：2,500円
各回とも
午後７時開演

（６時開場）

◆�今回は２公演通し券（ビジター券）の販売はありません。
◆�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。
※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
★ 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。

●Vol.１「アルトサックスonスクリーン」
　2020年５月15日（金）　2021年３月12日（金）に開催延期
　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

●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)

●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）

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…

Vol.１ ウインターパーティー

「平沼有梨ナイト
with武澤秀平」

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
ください。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。

11月２8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」

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！

3月6日(土)

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

チケット好評発売中
◆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/

文化むらジャズ・コンサートシリーズ

全席
自由

公演終了

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。

TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

健康内視鏡で見つける！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っています

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



12月 1月

● 大ホール

●令和３年大泉町成人式
　１月10日（日）午前９時30分から受付　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）

今、世界から注目を集めているマンガやアニメーションは、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年度から開催されています。
そして第８回の会場は大泉！会期中、様々なイベントが開催されます。

● 展示ホール

●第32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。
　展示ホールラウンジにて、町内の保育園、認定こども園
　幼稚園の園児の作品も展示します。
　１月20日（水）～24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341）

貸出会議のご案内

〇12月の貸出会議（３年７月分）は25日（金）午後６時　第１研修室
〇１月の貸出会議（３年８月分）は26日（火）午後６時　第１研修室

バンド機材説明会のご案内

〇12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
〇１月のバンド機材説明会は26日（火）午後６時30分　第１研修室

休　館　日
〇12月…７日（月）・14日（月）・21日（月）
〇 １ 月…12日（火）・18日（月）・25日（月）

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（月）～１月４日（月）
○町民体育館及び町内体育施設
　12月29日（火）～１月３日（日）

第８回 GUNMAマンガ・アニメフェスタ
第44回県民芸術祭参加事業～メディア芸術推進事業～

2021年２月13日（土）10:00～16:00
　　　　　　 14日（日）10:00～15:00
大泉町文化むら・大ホールほか　入場無料

※�事前に予約が必要なイベントがあります。詳しくは
専用サイトをご確認ください。
※�新型コロナウイルス感染予防のための各種お願いが
ございます。詳しくは専用サイトをご確認ください。

●問合せ：群馬県教育文化事業団　☎027-224-3960

痛車
展示会

同人誌
即売会 コスプレ

入賞・入選作品展

Ciel アニソン・コンサート

マンガ、アニメーション、イラスト等
各部門の入賞・入選を展示上映します。

キーボードとヴァイオリンの音楽ユニットCiel
（シエル）が、あの大ヒットアニメのテーマ曲
「紅蓮華」をはじめアニソンの名曲をたっぷり
とお届けします。

ぐんあに×ガクともチャンネル
声優トークイベント
人気声優�梶原岳人と笠間淳
によるトークイベントを開
催！梶原さんの番組「ガク
ともチャンネル」とコラボ
したスペシャル企画です。

このほかにも楽しい
イベント盛り沢山！

13/14日

13日

14日

詳
し
い
ご
案
内
は

こ
ち
ら
か
ら



大　会　結　果
第29回全国小学生バドミントン選手権大会群馬県予選

８月15日（土）・29日（土）　伊勢崎市民体育館・太田市新田エアリスアリーナ

■ダブルス
６年生以下女子複　優勝：山本�佑月・新井�真菜（大泉JBC）

大泉スキークラブメンバー募集
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。
●練 習 日　毎週日曜日（希望日だけの参加可能）
●年 会 費　3,000円（入会金不要）
●SAJ会員　3,000円（希望者のみ）

●申込・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）

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。

町民体育館の感染症対策呼びかけPOPを作って頂きました！

ありがとうございます！

「第44回大泉町マラソン大会」中止イベント

群馬銀行グリーンウイングス　コラボ



塚田　哲夫 様　
当日は台風12号の最接
近、雨予報にも関わらず
曇りの天候となり、県内
各地の代表117名の選手
が地元の栄誉を賭け
OUT・INコースに分か

れスタートしました。昨年に続き二度目
の出場でしたが、成績が振るわず辛うじ
てＡクラス確保という結果に終わりまし
た。ゴルフ選手権は普段のラウンドと比
べて心地よい緊張感を感じます。今後も
さらに精進しゴルフを通じて健康な身体
を保ちたいと思います。
大会参加に際し、ご尽力頂いた関係者の
皆様に感謝申し上げます。

大泉スキークラブ・スキー＆スノーボード教室 第40回記念大泉町民テニス大会（硬式テニス）
第１回は水上宝台樹スキー場で、第２回は、オグナほたか
スキー場で開催します。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・スノー
ボードレッスンを行います。家族での参加も大歓迎です。
●日　　時　第１回　１月17日（日）
　　　　　　第２回　２月21日（日）
　　　　　　�スキー場に現地集合です。今年度はバスを運

行しません。
●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　1,000円
　　　　　　（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10日（日）
　　　　　　第２回　２月14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）

令和２年度�群馬県市町村対抗ゴルフ選手権が９月24日（木）赤城ゴルフ倶楽部で開催され、大泉町代表で３名の選手が出場しました！

選手の方々よりコメントを頂いております。
川島　正夫 様　
第32回群馬県市町村対
抗ゴルフ選手権に大泉町
代表として、コロナ禍の
中参加させて頂き深く感
謝お礼を申し上げます。
９月24日赤城ゴルフ倶

楽部での開催となり、前日までの雨模様
の天気から当日は曇り空ではありました
が、無事に大会が行われました。
各市町村の方との親睦を深めつつプレー
は真剣勝負となり、中々日頃経験できな
い緊張感の中でのプレーを体験しました。
成績は満足いく結果がでなかったのです
が、素晴らしい経験をさせて頂き、あり
がとうございました。

松本　博史 様　
第32回群馬県市町村ゴ
ルフ選手権に大泉代表と
して参加させていただき
まして、序盤から調子が
出ず苦しい状態が続いて
いました。

後半はなんとか粘りながら自分なりにベ
ストはつくせたかなと思います。
成績はＡクラスに留められたことは本当
に良かったと思いますが、来年は上位か
優勝を目指したいと思います。

　成　績　　 Aクラス　21位
　　　　　　　川島 正夫　　塚田 哲夫　　松本 博史　　247

●日　　時　12月13日（日）　雨天時　12月20日（日）
　　　　　　８時30分受付　９時競技開始
●場　　所　南公園テニスコート
●対　　象　町内在住の小学生
●種　　目　�小学生の部…男女シングルス　参加数によっ

て低学年・高学年の振り分け検討
　　　　　　�（男女混合低学年シングルス…１～３年生・

男女混合高学年４～６年生　等）
●競技方法　�トーナメント又は予選リーグ、トーナメント　

参加人数により決定
　　　　　　☆低学年はグリーンボール使用
　　　　　　スポーツにふさわしい服装とテニスシューズ着用
●参 加 費　小学生の部…１名500円
　　　　　　�大会当日エントリー時に支払い
　　　　　　（つり銭の無いようご準備ください）
　　　　　　※スポーツ保険の加入はありません。
●主　　催　大泉町体育協会
●申込方法　�11月21日（土）～12月11日（金）�17時までに

事務局　若林までメールで申込みください。
　　　　　　（waka-tak@chic.ocn.ne.jp）※バーは中段
●問 合 せ　大泉町体育協会テニス部
　　　　　　☎090-4962-1810（對比地）　☎61-1190（若林）
　　　　　　平日の問合せは18時以降

令和２年度　群馬県市町村対抗ゴルフ選手権大会

Amazon、楽天、全国発売中ダウンロードご視聴できます。

検索タイムトラベル小泉線タイムトラベル小泉線
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ウォーキング教室

「大ホールはコンサート専用…」そんなイメージをお持ちで
ないですか？ホールの「ステージのみ」をお借りいただく
ことで、低料金で大ホールをご利用いただけます。

《非営業でのご利用料金です／調律の料金は含まれません／スポットライ
トや照明効果器、音響機材は別料金です》

平　日 土・日曜／祝日

大ホールステージのみ
（１時間あたり） 1,650円 2,200円

ピアノ ※特別料金
（１台／１時間あたり）

1,100円
（通常2,200円のところ）

キャンペーン期間 ： 11月20日（金）～２月20日（土）
文化むら大ホールの響きを多くの方にご体験いただきたく、
期間限定でスペシャルプランをご用意しました。期間中ス
テージを使ってピアノ練習をされる方は、左記の特別料金
でご利用いただけます。
発表会を控えたお子様やピアノが好きなご家族へのプレゼ
ントに、スペシャルな時間をお過ごしいただけます。お電
話にてご予約ください。
★条件によってはご利用いただけない場合があります。お問い合わせくだ
さい。

●問合せ：文化むら ☎0276-63-7733

文化むらの大ホールで世界最高のピアノ
　スタインウェイ・ベーゼンドルファーを弾きませんか

練習でも使える！文化むら・大ホール 今回、特にお得なスペシャルプランをご用意

★ウォーキング前のストレッチや、
　　　　　　　　歩きの姿勢を整え練習します★
●場　　所　町民体育館　西側芝生広場

　　　　　　※雨天時中止　当日朝９時に決定します。 
●募集人数　各回先着20名
●参 加 費　教室当日支払い　１日500円
●講　　師　吉田　紗季
　　　　　　（町民体育館　ジムインストラクター）

！
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。

11月30日（月）　12月２ 日（水）
※都合により変更となる場合がございます。
　午前10時～11時

●主　　催　(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
●申込方法　お電話または町民体育館窓口にて受付
　　　　　　※当日参加も可。
　　　　　　但し、参加賞を配布できない場合があります。
●問 合 せ　町民体育館　☎63-5250
●そ の 他　�運動に適した服装と運動靴（踵がしっかりし

ているもの）を着用してください。
　　　　　　飲物・タオル等各自ご用意ください。

■資格■

健康運動実践指導者
健康運動指導士
NESTA　PFT　

参加賞つき★

新たな町内遺跡出土資料を展示公開しています
仙石地区の区画整理事業に伴い、昭和62年から平成２年にかけて発掘調査が行われた「仙石専光寺付近遺跡」の 
出土資料を展示公開しています。現在、遺跡から出土した資料（石器、土器、埴輪、鉄製品など）の整理を進め
ており、作業が完了した資料のうち、鉄製品（鎌、鏃、鍛冶炉遺構出土遺物など）をテーマとして展示しています。
●展示期限　令和３年２月28日（年末年始（令和２年12月28日～
　　　　　　令和３年１月４日）および月曜日（月曜日が祝日の場合は、
　　　　　　それ以降の平日）が休館日）
●時　　間　午前９時～午後10時
●場　　所　文化むら展示ホール棟埋蔵文化財常設展示室内
●費　　用　無料
●問 合 せ　教育委員会生涯学習課スポーツ文化振興係
　　　　　　☎0276-63-3111（内線631）まで
※令和３年３月に展示替えを予定しています。
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