
●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》

文化むらピアノマラソン
専用ページ

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
参加者募集の
お知らせ

今年は感染予防公演！

！ 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。

筋膜リリース＆ヨガ
〜筋肉や筋膜をリリースして
� 身体のメンテナンスをしましょう〜

骨盤リンパストレッチ教室①
～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～

水 曜 ６月▶９、１６、２3、30
※都合により変更になる場合があります。木 曜

４月８日より毎週木曜日　全10回
４／8・15・22、５／13・20・
27、６／3・10・17・24

※�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。
●時　　間　午前10時～11時
●参 加 費　�参加費は教室開始日（６／９）に支払

いとなります。�2,000円
●定　　員　10名
●講　　師　�明戸�園美　(資格ヨガ、整体師、アロ

マセラピスト、アーユルヴェーダ、ゾー
ンセラピー、リフレクソロジー、官足
法指導員、オーガニック料理ソムリエ)

●申込方法　お電話または町民体育館窓口にて受付開始
●場　　所　文化むら　第２練習室
●持 ち 物　ヨガマット　フェイスタオル
●問 合 せ　町民体育館（☎0276-63-5250）　

●時　　間　①13:00～13:40（40分）　25名
　　　　　　②14:00～14:40（40分）　25名�の２部制となります
●参 加 費　参加費は教室開始日（４／８）に支払いとなります。
　　　　　　４月～６月　3,000円
●定　　員　①、②部　各25名ずつ　
●講　　師　Ichico（イチコ）先生
　　　　　　（リンパマッサージ指導者・上級心理カウンセラー）
●申込方法　�３月18日（木）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）
●場　　所　町民体育館・大泉町文化むら　�
●持 ち 物　ヨガマット
●問 合 せ　町民体育館（☎0276-63-5250）

中ページにも
教室案内がございます
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シネマdeジャズ2021
《RE-PERFORM》

文化むら・小ホール
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、会場を大ホールに変更する場合があります。

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」
　2021年９月３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.３「トランペットonスクリーン」
　2021年12月３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）

文化むらジャズ・コンサートシリーズ 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、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。
この春、コロナ禍にて開催出来なかった２公演を、
新しいスケジュールでご案内します。

人気番組「カラオケバトル」で目覚ましい活躍を続ける大学生カラオ
ケチャンピオン・堀優衣さんが、ピアノとヴァイオリンの美しい響き
にのせて名曲の数々をお届けする、文化むらだけのオリジナル企画。
カラオケの世界とはま
た 違 っ た ア コ ー ス
ティックなサウンドに
溶け合う、二十歳の歌
姫の透き通る歌声を、
たっぷりとお楽しみく
ださい。

大泉警察署から
感謝状を頂きました

このたび、(公財)大泉町スポーツ文化振興事
業団は、大泉警察署から感謝状を頂きました。
これを励みにして、これからもより一層、地
域の安全に貢献できるよう職員一同努めてま
いります。

両公演とも
2,500円

全席
自由

※未就学児は入場できません。
※日程延期前のチケットをお持ちの方は、
　そのままお使いいただけます。 チケット発売　６月５日（土）

（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

堀 優衣
アコースティック・コンサート

１0月９日（土）
文化むら・大ホール
チケット発売：７月10日（土）予定
詳しくは次号のフレッシュおおいずみを  
ご覧ください。
●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人の演奏を
Y o u T u b e
文化むら公式
チャンネルで
ご覧いただけ
ます。

カラオケバトル
11冠達成
堀　優衣

ピアノ
志村和音

ヴァイオリン
浅沼杏花

TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

花粉のシーズン到来
大腸・胃
そろそろ 気になりませんか

診察から検査、診断へスピーディーな対応を
させていただきます

 内視鏡で見つけよう
あなたの健康

鼠径ヘルニア・痔鼠径ヘルニア・痔・下肢静脈瘤・下肢静脈瘤



５月４月

● 大ホール
●第13回東部地区ソロコンテスト（吹奏楽）
　５月８日（土）・９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）
　※新型コロナウイルスの状況により、内容を変更する場合があります。

● 展示ホール
●アトリエセキグチ絵画展2021
　５月21日（金）～23日（日）
　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

● 展示コーナー
●第95回エスポアール　小品展
　５月２日（日）～３日（月・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）

フラサークル『フラハーラウイケロアマカナ』
　練習日：毎月第２・４金曜日　午後２時～
　　　　　フラ体験�３月27日（土）午前10時～
　場　所：文化むら�第３練習室
　問合せ：☎080-5535-3951（植松）または
　　　　　email=info@ikeroa.jp

休　館　日

〇４月…５日（月）・12日（月）・19日（月）・26日（月）
〇５月…６日（木）・10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月）

バンド機材説明会のご案内

〇４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
〇５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

貸出会議のご案内

〇４月の貸出会議（３年11月分）は27日（火）午後６時　第１研修室
〇５月の貸出会議（３年12月分）は25日（火）午後６時　第１研修室

大泉町小売酒販売組合様から、当事業団に
60,000円の寄付をいただきました。
大泉町のスポーツ・文化振興のため、有効
に活用させていただきます。

ご厚意
ありがとうございました。

メンバー募集

（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２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３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。

（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団では、令和３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。
●対　　象　�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

●申請期間　令和３年４月１日（木）～５月30日（日）
●申請場所　文化むら（午前９時～午後５時、月曜休館）
●そ の 他　�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。
●問 合 せ　文化むら
　　　　　　☎0276-63-7733
　　　　　　（月曜休館）

大泉町のスポーツ・文化団体
育成・強化助成のお知らせ文化事業支援のお知らせ

クリック

検 索文化むら

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



第46回�大泉町バレーボール大会

●日　　時　５月23日（日）（大会詳細につきましては、お問い合わせください）
●場　　所　町民体育館
●主　　催　大泉町体育協会
●問 合 せ　大泉町バレーボール協会　☎090-4188-7243（熊谷）

第32回�大泉町シングルステニス大会（硬式テニス） 第18回�大泉町女子ダブルステニス大会
●日　　時　５月２日（日）
　　　　　　８時30分受付開始　午前９時試合開始
　　　　　　雨天時５月９日（日）に順延
●場　　所　南公園テニスコート
●対　　象　�町内在住・在勤・在学者及び令和３年度大泉

町テニス協会員　　　　　　　�
●種　　目　�男女シングルス（硬式テニス）トーナメント

方式、参加人数によっては敗者戦有、６ゲー
ム先取、セルフジャッジ

●参 加 費　１名
　　　　　　大泉町テニス協会員1,000円・高校生以下700円
　　　　　　非協会員1,700円・高校生以下１,200円
　　　　　　※大会当日、受付にて徴収いたします。
　　　　　　※スポーツ保険の加入はありません。　　　
●主　　催　大泉町テニス協会
●申込方法　�４月10日（土）～４月24日（土）15時までの�

先着60名（男女計）
　　　　　　�メール又は、電話にて事務局�若林まで申し

込みください。
　　　　　　�メールアドレス：waka-tak@chic.ocn.ne.jp
　　　　　　電話番号：0276-61-1190
　　　　　　★�メールでの申し込みは、こちらからの返信

をもちまして、受付とさせていただきます。
●問 合 せ　�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時以降でお願い致します。

新型コロナウイルス感染症の状況により、参加者の安全が確保できないと判断した場合、開催を中止とします。
中止の判断は、事業開催の１週間前とし、お申込みいただいたメール又は、電話にご連絡させていただきます。
コロナ禍で皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

●日　　時　５月12日（水）
　　　　　　※雨天時５月19日（水）
　　　　　　午前８時15分～８時45分受付　９時試合開始
●場　　所　南公園テニスコート
●対　　象　大泉町在住・在勤・在学生・
　　　　　　�令和３年度大泉町テニス協会員の女子及び、

招待選手
●種　　目　�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

●参 加 費　１組2,500円
　　　　　　※大会当日、受付にて徴収いたします。　
　　　　　　※スポーツ保険の加入はありません。
●主　　催　大泉町体育協会テニス部
●申込方法　�４月28日（水）～５月５日（水・祝）15時までの�

先着32名
　　　　　　�メール又は、電話にて事務局�若林まで申し

込みください。
　　　　　　メールアドレス：waka-tak@chic.ocn.ne.jp
　　　　　　電話番号：0276-61-1190
　　　　　　★�メールでの申し込みは、こちらからの返信

をもちまして、受付とさせていただきます。
●問 合 せ　�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時以降でお願い致しま

す。



リラクゼーションヨガ教室①

！
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 ５月▶２１、２８
６月▶  ４、１１

※�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（５／21）に支払いとな

ります。�2,000円
●定　　員　15名
●講　　師　青木　昭子
●申込方法　お電話または町民体育館窓口にて受付開始
●場　　所　町民体育館　アリーナ・会議室
●持 ち 物　ヨガマット・教室中の靴下は５本指のものか裸足
　　　　　　フェイスタオル
●問 合 せ　町民体育館（☎0276-63-5250）

アリーナ床の改修工事、アリーナの
照明・サブアリーナの照明をLED
にする工事が終了いたしました。
皆さんのスポーツ活動の場とし
て、今後も是非ご活用ください。

※YouTubeで映像を
　公開しています➡

QRコード

●日　　時　�４月３日（土）・10日（土）、５月１日（土）・８日（土）　
予備６月５日（土）　午前10時～正午�

●場　　所　南公園テニスコート（１～４）
●対　　象　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
●参 加 費　一般と親：１名1,000円／小学生：１名500円
　　　　　　※�初回参加時に徴収します。釣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。
●服　　装　�スポーツをするのにふさわしい服装・テニスシューズ
●用　　具　�硬式ラケット１名１本持参（お持ちでない方は、申

込時にメールでお伝えください。）
●定　　員　先着順�40名
●主　　催　大泉町体育協会テニス部
●申込方法　�３月13日（土）～３月27日（土）15時までにメール又は、電

話にて必要事項を事務局�若林まで申し込みください。
　　　　　　メールアドレス：waka-tak@chic.ocn.ne.jp
　　　　　　電話番号：0276-61-1190
　　　　　　★�必要事項　氏名・年齢（小学生は学年）・住所（町

外の方は勤務先・テニス経験年数）
　　　　　　★�メールでの申し込みは、こちらからの返信をもち

まして、受付とさせていただきます。
●問 合 せ　�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時以降でお願い致します。
新型コロナウイルス感染症の状況により、参加者の安全が確保で
きないと判断した場合、開催を中止とします。中止の判断は、事
業開催の１週間前とし、お申込みいただいたメール又は、電話に
ご連絡させていただきます。コロナ禍で皆様には、ご不便をおか
けしますが、ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

第23回 硬式テニス教室

～自律神経を整えて心と体をリラックスしましょう～

いずみ総合公園町民体育館アリーナ床を
改修しました

Ｒ３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

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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～貸出会議変更のお知らせ～
使用する施設の調整を行いますので、今後は下記の窓口申請受付
期間内に手続きを行ってください。
期間内に手続きを行わなかった場合は、使用しないとみなし解除
させていただきます。
体育館から申請の要請、解除する連絡は行いませんので、各団体
の責任において手続きをお願いします。
貸出会議に出席する団体は、調整を行った区分以外（もっと多く
の日程）を使用したい団体となります。

日程変更のお知らせ：グラウンドは毎月19日
�土日祝日に当たる場合は翌平日に繰り下げます。
�グラウンドのみ隔月の開催となりますのでご注
意ください。　

（各日PM６:00～）
開催月 使用月 グラウンド貸出会議

４月 ６月分 ４月19日（月）７月分

６月 ８月分 ６月21日（月）９月分

８月 10月分 ８月19日（木）11月分

10月 12月分 10月19日（火）１月分

12月 ２月分 12月20日（月）３月分

２月 ４月分 ２月21日（月）５月分

開催月 使用月 貸出会議開催日 窓口申請受付期間
４月 ６月分 ４月27日（火） ４月21日（水）～ ４月27日（火）
５月 ７月分 ５月27日（木） ５月21日（金）～ ５月27日（木）
６月 ８月分 ６月25日（金） ６月19日（土）～ ６月25日（金）
７月 ９月分 ７月27日（火） ７月21日（水）～ ７月27日（火）
８月 10月分 ８月27日（金） ８月21日（土）～ ８月27日（金）
９月 11月分 ９月27日（月） ９月21日（火）～ ９月27日（月）
10月 12月分 10月27日（水） 10月21日（木）～10月27日（水）
11月 １月分 11月26日（金） 11月20日（土）～11月26日（金）
12月 ２月分 12月23日（木） 12月17日（金）～12月23日（木）
１月 ３月分 １月27日（木） １月21日（金）～ １月27日（木）
２月 ４月分 ２月25日（金） ２月19日（土）～ ２月25日（金）
３月 ５月分 ３月25日（金） ３月19日（土）～ ３月25日（金）

※�日程は変更になる場合があります。変更の場合は前月の貸出会議及びメー
ル、ホームページにてお知らせいたします。

令 和 ３ 年 度 　 貸 出 会 議 日 程
★学校の貸出会議日程は月末に変更となります（年末は会議日程が早まりますのでご注意ください）

令和３年度　学校体育館・学校校庭貸出会議日程

※�貸出会議開始時間は18:00～、窓口申請受付時
間は９:00～20:00となります
●問合せ：町民体育館（☎63-5250）

　お知らせメール登録はこちら➡

今年は With コロナ ヴァージョンで開催

文化むらダンスフェスタ2021
無観客、ネット配信のコロナ・ヴァージョンで開催します。
ホールスタッフによる万全の感染対策で、練習の成果を思いっきり披露してください！　
キッズの部／一般の部を同日開催します。

●募集対象　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
●募集チーム数　キッズの部、一般の部　それぞれ20チーム
　　　　　　※応募が定数を超えた場合、ジャンル分けをした上で抽選（大泉町内活動チームを優先）
●出演時間　１チーム５分以内（出入り時間含まず）
●参 加 費　１チームにつき8,000円
●申込方法　�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、文化むら窓口に提出またはメールやファックス

にて文化むら事務局に送信
　　　　　　※ご応募前に必ず募集要項をご確認ください。
●募集期間　５月15日（土）～６月20日（日）
●DVD販売　ダンスシーンを録画したDVD、ブルーレイディスクを販売します。
●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）

９月12日（日） 午前10時開演

文化むら・大ホール／無観客開催
～YouTubeにて動画無料配信予定～
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