
リラクゼーションヨガ教室
～自律神経を整えて心と体をリラックスしましょう～

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

！
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。

金  曜 ２月▶19、２6
3月▶  ５、1２

※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
●参 加 費　�参加費は教室開始日（２/19）に支払いと
　　　　　　なります。　（全４回2,000円）
●定　　員　15名
●講　　師　青木　昭子

●場　　所　町民体育館
　　　　　　（☎0276-63-5250）　　
●申込方法　当日参加不可
　　　　　　�事前にお電話または町民体育館窓口にて申込

をお願いします

　謹んで新年のお喜びを申し上げます。
　昨年は、世界中で新型ウイルスが猛威をふるい、感染への恐怖が広がる中、これまでの日常が奪われて、新しい
生活様式、外出自粛などで様々な制限があり、もどかしく大変な１年であったかと存じます。
　私ども事業団でも長らく活動を控えておりましたが、社会経済活動レベルに合わせたかたちで徐々に事業活動を
再開したところであります。迎える令和３年も、皆さまに安心して大泉町の指定管理施設をご利用いただけるよう
に職員一同万全を尽くしてまいります。今年は丑年です。牛の年には大変な農作業を手伝ってくれる姿から「粘り
強さ」、その働きぶりから、「種子から芽が出て発展する前触れ」の意味を表すこともあるそうです。私どもも、こ
の状況を粘り強く、丁寧に対応しスポーツ、文化の振興と発展に繋げられますよう努めてまいります。皆さまが一
日も早く安寧の日々を過ごせることを心からお祈りいたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

古澤 巌  ヴァイオリンの夜in文化むら
～第29期シリーズのお知らせ～

午後６時開演（５時開場）文化むら・大ホール

5,500円
※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、ロビーの飲食サービス、サイン会は中止
となる場合があります。ご来場前にホームページ等でご確認ください。

１席ずつ間を空けて販売しています。
●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)

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.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)を迎えてお届けする、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。女優、エッセイスト、絵本作家、ナレーターと幅広く活躍される室
井さんを交えての、音楽と語り初コラボに乞うご期待！

３月６日(土)

クリック

検 索文化むら

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

全席
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シネマdeジャズ

文化むら・小ホール
※未就学児は入場できません。

各回とも
午後７時開演

（６時開場）

●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
●問合せ：文化むら
　　　　  ☎0276-63-7733（月曜休館）

チケット好評発売中
◆チケットの電話予約ができます◆

文化むらジャズ・コンサートシリーズ

１回券：2,500円全席
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。

２月20日（土）①午後１時30分開演（１時開場）②午後５時開演（４時30分開場）

文化むら・小ホール 一般 500円／高校生以下無料（要整理券）

2017年の早春に不慮の病で19歳にして命と夢を絶たれてしまった群馬県安中市出身の女の
子をモチーフにして、子どもたちが夢に向かい成長しながら頑張っていく姿を、群馬県安中
市を舞台に描いたまち映画です。
ソフトボールでオリンピック出場の夢を持つ小学生・由紀と、高校のバドミントン部で部長を務める
美沙の二人が、協力しながらお互いの夢を目指す世代を超えた友情のストーリー。（上映時間92分）

※ １日２回上映（各回とも上映後にキャストによる舞台挨拶と主題歌「Rise」の生歌披露があります）

※一般券、整理券ともに文化むら展示ホール棟窓口で取扱います。
※上映時間を指定してお求めください。
※１席ずつ間を空けてのご案内となります。

全席自由

●主　催：安中まち映画「ライズ＆シャトル」製作委員会／
　　　　　(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
●問合せ：☎080-1256-7976（宮地）／文化むら　☎0276-63-7733

「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（月曜休館）

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

上映会

安中まち映画

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



３月２月

● 大ホール
●男女共同参画講演会
　�『今、歌を通して伝えたいこと～世界に一つだけ　my�sweet�home～』
　�歌手として、また４人の子どもの父親として日々奮闘
している木山裕策氏を講師に招き、主夫として家庭を
支えた経験など「家族の絆」について講演いただきま
す。また、講演の最後には、NHK紅白歌合戦出場曲
「home」を熱唱いただきます。

　２月６日（土）午後２時～３時30分
　講　師：木山　裕策（きやま　ゆうさく）氏（歌手）
　対　象：どなたでも参加できます。
　費　用：無料
　定　員：300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22日（金）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）

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。

● 小ホール
●アンクルと仲間たちの音楽会
　３月27日（土）午後４時開演（３時30分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：☎090-3340-5702（柳）
　　　　　☎090-3247-3008（権田）

バンド機材説明会のご案内

〇２月のバンド機材説明会は25日（木）午後６時30分　第２研修室
〇３月のバンド機材説明会は25日（木）午後６時30分　第１研修室

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

※�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

休　館　日
〇２月…１日（月）・８日（月）・15日（月）・22日（月）
〇３月…１日（月）・８日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

貸出会議のご案内

〇２月の貸出会議（２年９月分）は25日（木）午後６時　第２研修室
〇３月の貸出会議（２年10月分）は25日（木）午後６時　第１研修室

観覧受付は終了しました

入場
無料



優　勝：李�若水

■幼年の部　形
優　勝：柴田�みなみ

■小学生低学年　形
優　勝：小沼�璃生（大泉北小）
■小学生中学年　形
優　勝：窪田�壮真（大泉西小）
■小学生高学年　形
優　勝：小沼�豪瑠（大泉北小）
■中学生男子　形
優　勝：須藤�太陽（大泉北中）
■中学生女子　形
優　勝：坂本�千羽（大泉西中）

■高校生・一般男子形
優　勝：福田�純一
■高校生・一般女子形
優　勝：中井�デボラ　

■中学生男子の部
優　勝：小林・中里（大泉北中）
■中学生女子の部
優　勝：田中・大野（大泉南中）

大　会　結　果
第26回大泉町体育協会ゴルフ大会

11月５日（木）　太田双葉カントリークラブ

第30回記念大泉町空手道大会
11月８日（日）　北小学校体育館

第56回大泉町民ソフトテニス大会
11月29日（日）　南公園テニスコート

第２回 大泉スキークラブ・スキー＆スノーボード教室
第２回は、オグナほたかスキー場で開催します。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　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　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　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）

群馬銀行グリーンウイングス　コラボ　第２弾
町民体育館吉田トレーナーの「おうちでエクササイズ」を
群馬銀行グリーンウイングス　バージョンでコラボして頂きました！

公式チャンネルに
て

　ストレッチを

　　紹介していま
す！

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



　令和３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した。
■申請期限　１月31日（日）
■提 出 先　町民体育館（申請書の郵送はいたしません。窓口または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、学校グラウンド・学校体育施設は毎月、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。
　　　　　　　詳細はフレッシュ３月号、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

　２．学校一般開放体育施設

お客様の 声
ウォーキングは、指導なしで始めるより、
インストラクターさんに教えてもらって
からのほうがよいと思いました。

とてもためになりました。
歩き方を意識して歩いてみたい
と思います。

施　設　名 種　　　目【　】内はコート数 施設使用料(１時間当り) 照明使用料(１時間当り)

南　　公　　園
野球【１】 330円 1,450円
テニス　人工芝【２】 440円 　240円　　　　クレー【６】 330円

御�正�作�公�園 ソフトボール【１】 330円 　　　　960円(※１)
ス�バ�ル
運動公園

広場Ａ 野球【２】またはソフトボール【４】 330円 　960円
広場Ｂ サッカー【１】またはラグビー【１】 330円 　　�―

いずみ総合公園 ゲートボール【８】 （１面）40円(※２) 　　�―

と�ね�運�動�場
ソフトボール【２】 330円 　　�―
サッカー【１】 330円 　　�―
グラウンドゴルフ(※３) 　�― 　　�―

西　体　育　館 剣道・空手・軽スポーツ（球技を除く） 　�― 　130円
※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。

11月30日・12月２日、「ウォーキング教室」を開催しました。

学　校　名 施　設　名 照明使用料(１時間当り)校　庭 体育館等 柔剣道場 卓球場
南 中 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

北 中 学 校 ◎ ○ ○ ○
西 中 学 校 ◎ ○ ○ ○
南 小 学 校 ○ ○ ― ―
北 小 学 校 ○ ○ ― ―
東 小 学 校 ◎ ○ ― ―
西 小 学 校 ○ ○ ― ―

※◎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

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（日）までスポーツと
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スキーバッジテスト
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。

令和２年度分（2020年４月１日～2021年３月31日まで）大会等出場等援助申請は、
３月10日（水）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。

●日　　時　３月７日（日）町民体育館前駐車場　午前４時50分集合（現地集合可）
●場　　所　ホワイトワールド尾瀬岩鞍（利根郡片品村）
●対　　象　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。）
●実施方法　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。
●参 加 費

●主　　催　大泉町体育協会スキー部
●申込方法　受検料を添え、２月28日（日）までに、町民体育館へ（電話申込不可）
●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）

●募集対象　どなたでも参加（エントリー）できます。
　　　　　　�ソロ・連弾・合奏などピアノを使用した内容

であれば可。
　　　　　　※歌唱を含む演奏は不可
　　　　　　※１エントリーあたりの人数は５人以内
●演奏時間　１エントリーにつき10分以内
●参 加 料　１エントリーにつき3,000円
　　　　　　※演奏の模様を記録したDVD１枚が付きます。
●募集人数　40人（組）
　　　　　　※�募集人数を超えた場合は町内在住者優先の

上で抽選
●部　　門　①スタインウェイの部
　　　　　　②ベーゼンドルファーの部
　　　　　　�１人（組）が１部門１回ずつエントリーできます。
●申込期間　３月13日(土)�～�４月10日(土)
●申込方法　�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。
　　　　　　※今回、ハガキ応募は受付けません。
●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）
　《客席にはスタッフ以外入場できません》
　《必ず詳細を文化むらホームページにてご確認ください》

１級 ２級 ３級 ４級 ５級
受検料 5,000円 5,000円 4,000円 3,000円 3,000円
公認料 3,000円 2,200円 1,800円 1,300円 1,100円

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。

お　し　ら　せ

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。

チケット発売中
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

●問合せ　文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

５月30日(日)
※１日のみの公演です
午前９時30分～
　　 午後６時（予定）

文化むら・大ホール（無観客公演）

ピアノマラソン
第13回　文化むら
今年は感染予防公演！

参加者募集の
お知らせ
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