
！ 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。

骨盤リンパストレッチ教室②
～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～

木 曜
７月１日より毎週木曜日　全10回
７／１・８・15・29、８／５・19・26、９／２・９・16
※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　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（７／１）に支払いとな

ります。
　　　　　　７月～９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　５月24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。
●場　　所　大泉町文化むら　�
●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）
※お電話でお申し込みの方は、教室参加前に要項を窓口ま
で取りに来て頂くかHPにて要項を確認してください。

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
姿を描いた作品です。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。2020年に安中市を舞台に制作された、まち
映画です。(上映時間92分)

※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

上映会

安中まち映画

７月３日（土）
①午後１時30分上映（１時開場）②午後５時上映（４時30分開場）
※ 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があります）
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８月28日（土）午後２時開演（１時開場）
文化むら・大ホール

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」
　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.２「トランペットonスクリーン」
　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）

●主　催：meeting�point�doux+�
　　　　（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。

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

チケット発売
10月末を予定

日本の歌・こどもの歌

～シンフォニック・ナイト2021～
古澤 巖  ヴァイオリンの夜 in 文化むら  第30期シリーズ

いよいよスタートから30年目を迎える「古澤巖ヴァイオリンの夜in文化むら」。
記念の年となる令和３年度は、群馬県が誇るプロ・オーケストラ「群馬交響楽団」
とのコラボレーションを計画中。年度内１回公演のスペシャル・ステージとなります。
公演時間や詳しい内容はこれからの「フレッシュおおいずみ」やホームページ、
メールマガジン等でお知らせいたします。文化むらメールマガジンは、文化むら
のホームページから簡単にお申し込みいただけますので、ぜひご利用ください。

2022年2月５日（土） 開催　文化むら・大ホール

30th
Anniversary

音楽家・青島広志の楽しいお喋りにのせてお届けする

1,500円全席
自由 （当日払い／要整理券）　※１席ずつ間を空けてのご案内となります。

Ⓒ�GAKKEN

TV番組の解説でも人気の青島広志の楽しい指導を受けながら一緒に「日本の歌・こどもの歌」
をうたいませんか。合唱団メンバー募集。詳しくは文化むらまでお問い合せください。

入場整理券配付：５月25日（火）から
予定数になり次第終了／電話予約可

みんなお馴染みのあの歌に、みんなびっくりの秘密があった。
知ってから聴くと、もっと楽しい日本の歌。
出演：青島広志（ピアノとおはなし）　小野つとむ（テノール）　赤星啓子（ソプラノ）
曲目：花、ゆりかごのうた、手のひらを太陽に、さんぽ　ほか

TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

5050

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



７月６月

● 大ホール
●Whispering with Love「愛のささやき」Vol.30
　７月17日（土）　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　☎048-588-6982（井内）

● 小ホール
●みんなのコンサート
　７月11日（日）　午後２時30分開演（２時15分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：リトミックひろば�とんぱ
　　　　　☎0276-88-3630（金子）

● 展示ホール
●大泉合同きりえ展
　６月４日（金）～６日（日）
　午前９時から午後５時まで（最終日は午後４時まで）
　入場料：無料
　問合せ：大泉きりえサークル　☎090-4712-0704（栃尾）

休　館　日
〇６月…７日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月）
〇７月…５日（月）・12日（月）・19日（月）・26日（月）

バンド機材説明会のご案内

〇６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
〇７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

貸出会議のご案内

〇６月の貸出会議（４年１月分）は25日（金）午後６時　第１研修室
〇７月の貸出会議（４年２月分）は27日（火）午後６時　第１研修室

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。

堀 優衣アコースティック・コンサート

10月９日（土） 午後３時開演（２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
●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

曲目：
アメイジング・グレイス、To�Love�You�More、ジュピター、
トイレの神様　他

※３歳未満児は入場できません。
※１席ずつ間をあけてのご案内となります。

3,000円全席
指定

チケット発売　７月10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。



大　会　結　果

第41回 大泉町民テニス大会（硬式テニス）
●日　　時　７月４日（日）　午前８時30分受付～９時試合開始
　　　　　　雨天時７月25日（日）・８月１日（日）
●場　　所　南公園テニスコート
●対　　象　町内在住・在勤・在学者
●種　　目　一般の部…男・女ダブルス
　　　　　　ベテランの部…男・女ダブルス
　　　　　　男子60才以上・女子55才以上ペア（今年12月31日の年齢とする）
　　　　　　※参加少数の場合一般の部と統合
　　　　　　小学生の部…男女シングルス（参加数を見てランクを検討します）
●参 加 費　一般・ベテランの部…１組1,500円　　中学生・高校生…１組1,000円
　　　　　　小学生の部…１名500円
　　　　　　※スポーツ保険の加入はありません。
　　　　　　参加費は大会当日、エントリー時に徴収（つり銭の無いようご準備ください）
●主　　催　大泉町体育協会
●申込方法　６月６日（日）～６月26日（土）　15時まで
　　　　　　テニス協会�事務局�若林まで、下記メールアドレスに申込みください。
　　　　　　メールアドレス：waka-tak@chic.ocn.ne.jp
　　　　　　氏名・フリガナ・性別・参加希望種目（小学生の部は、学校名・学年）
　　　　　　こちらからの返信を持ちまして受付けと致します。
●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

※大会当日に体温が37.5度以上ある方の参加は控えてください。
『感染防止対策チェックリスト』の提出が必須となりますので、大会前の健康観察をお願いいたします。又、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、開催を中止します。中止
の場合のみ事業開催の１週間前までに、お申込みいただいたメールアドレスに連絡いたします。コロナ禍で皆様
にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力の程宜しくお願いいたします。

※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）

■小学生２年男子形
優　勝：小沼�璃生（北小）

■小学生５年男子形
優　勝：福田�龍之介（北小）

■一般女子形
優　勝：清水�那月（大泉剛柔会）

優　勝：
� ジュニアライオンズ

町内少年野球チーム
「ジュニアライオンズ」が、
大泉町予選・郡予選にお
いても優勝し、県大会出
場が決定しました。
おめでとうございます！

第49回大泉町少年野球大会 兼 第57回群馬県スポーツ少年団大会
軟式野球大会大泉町予選会

第56回群馬県空手道選手権大会　国民体育大会予選
全日本少年少女空手道選手権大会予選

４月17日（土）　ALSOKぐんま武道館

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



第31回 大泉町空手道大会
●日　　時　６月27日（日）
　　　　　　午前８時30分集合開始～９時　開会式
●場　　所　大泉町立北小学校体育館
●対　　象　�大泉町空手道クラブ加入の団体に所属してい

る者
●種　　目　【形の部】
　　　　　　①幼年� � ②小学生低学年
　　　　　　③小学生中学年� ④小学生高学年
　　　　　　⑤中学生男子� ⑥中学生女子
　　　　　　⑦高校・一般男子� ⑧高校・一般女子

　　　　　　【組手の部】
　　　　　　⑨小学生低学年� ⑩小学生中学年男子
　　　　　　⑪小学生中学年女子� ⑫小学生高学年男子
　　　　　　⑬小学生高学年女子� ⑭中学生男子
　　　　　　⑮中学生女子� ⑯高校・一般男子
　　　　　　⑰高校・一般女子
●主　　催　大泉町体育協会
●問 合 せ　大泉町空手道クラブ
　　　　　　会長：☎090-2536-4485（坂本）

第33回 群馬県市町村対抗ゴルフ選手権　大泉町予選会
●日　　時　７月27日（火）　　
　　　　　　午前９時17分　
　　　　　　OUTコース順次スタート
　　　　　　※状況により変更となる場合がございます。
●会　　場　赤城ゴルフ倶楽部
　　　　　　（渋川市赤城町・本選会場で行います）
●募集人数　定員無し
●参加対象　大泉町在住者
●参 加 費　無料
　　　　　　�※プレー費10,970円（昼食込・キャディ無）

は各自精算。
　　　　　　※その他差額も各自精算。

●主　　催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●申込方法　�７月１日（木）までに町民体育館へ申込みくだ

さい。　
　　　　　　（個人受付）
●そ の 他　�予選会で３位以内の方を県市町村対抗ゴルフ

選手権大会の大泉町代表選手候補として推薦
します。

※県市町村対抗の本選は９月16日（木）開催

株式会社SUBARUが整備
をされたもので、そのう
ち１コートを大泉町(指定
管理者：当事業団)が管理
させていただくことにな
りました。利用には申請
が必要となります。利用
受付は町民体育館窓口に
て行っていますので、ぜ
ひご利用ください。

 スバル運動公園内に  テニスコートが整備されました
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部 員 募 集

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～

大泉FCジュニア
サッカーで一緒に心と体を磨き、鍛えませんか。
毎週練習日は見学自由です。お気軽にお越しください。
●練習日　毎週土・日曜日　午後８:30～11:30
●場　所　青少年広場（大泉町公民館南の広場）
●問合せ　☎090-1802-4388（栗原）
練習日には、体験練習も随時行っていますので、参加希望の際は、運動のできる服装（体操着、ジャージ等）でお越しくだ
さい。又サッカー経験のあるお父さんも一緒にどうですか。
※休みの場合がありますので事前に連絡をください。

兵法空手　尚武館大泉 泉武会
琉球古伝の首里手である王統流空手道の基本・型・約束組
手・ミット・組手・護身術・礼法等を稽古します。体力増
進、健康維持、親子で練習したい方など、ぜひ見学・体験
にいらしてください。
●練習日　毎週土曜日　午後７:00～８:30
●場　所　大泉西中武道場
●問合せ　☎090-9204-0300（川島）

剣道で一緒に心と体を磨き、鍛えませんか。
毎週土曜日は見学自由です。お気軽にお越しください。
●練習日　毎週火・土曜日　午後７:00～８:30
●場　所　大泉西体育館（西小学校敷地内）
●問合せ　☎090-6935-0453（野村）
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