
●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（９／25）支払い（１人500円　※スポーツ傷害保険料含む）
●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　７月27日（火）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　☎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。

S U B A R U
陸上競技部 もっと速く走れる！走り方教室

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!!

！
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。

９月25日（土） スバル運動公園
AM９:30～11:30　※10分前に集合

※�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。

※雨天時は東小体育館にて実施。台風等荒天時は中止。

人気番組「カラオケバトル」で目覚ましい活躍を続ける堀優
衣が、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、Jupiter、
糸　他（変更になる場合があります）

※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。
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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

●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）

●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）

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・コンサートを開催。古澤が大泉町のために作曲した「町の想い出」
「旅立ち」をはじめ、"ヴァイオリンの夜"ならではの名曲の数々を、オーケストラ・サ
ウンドにてお楽しみいただく贅沢な一夜です。

2022年2月５日（土）
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。

青島広志� Ⓒ�GAKKEN

小野つとむ 赤星啓子

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。

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

※未就学児は入場できません。

Ｓ席 5,500円　Ａ席 4,500円

チケット発売　10月30日（土）
（窓口・電話とも）午前８時30分～

発売日からチケットの電話予約ができます

午後５時30分開演
（４時30分開場）

TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

5050

特定健診はじまってるよ

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



９月８月

● 展示ホール

●西邑楽高校美術コース１・２年生展
　９月18日（土）・19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：西邑楽高校
　　　　　☎0276-63-5851（鈴木）

休　館　日
〇８月…２日（月）・10日（火）・16日（月）・23日（月）・30（月）
〇９月…６日（月）・13日（月）・21日（火）・27日（月）

バンド機材説明会のご案内

○８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
○９月のバンド機材説明会は28日（火）午後６時30分　第１研修室

貸出会議のご案内

○８月の貸出会議（４年３月分）は25日（水）午後６時　第１研修室
○９月の貸出会議（４年４月分）は28日（火）午後６時　第１研修室

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。
※時間が変更になりました。

各回とも
午後６時開演（５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）

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。
昨年度、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。



大　会　結　果

大泉マスターズクラブ
■M55　走幅跳　１　位：斉藤�克己　��5ｍ20

■M70　  60m　１　位：伊藤�晧夫　��8″96
　　　　 100m　１　位：伊藤�晧夫　14″26
　　　　 200m　１　位：伊藤�晧夫　30″26

第21回栃木マスターズ陸上競技選手権大会（2021）
５月１日（土）　栃木県総合運動公園第２陸上競技場

大泉マスターズクラブ
■M65　800m　１　位：土田�勝男　2´37″47
■M70　  60m　１　位：伊藤�晧夫　8″76

■一般男子シングルス　　　　　　優　勝：高橋�正大（フリー）

第32回記念　大泉町シングルステニス大会
５月２日（日）　南公園テニスコート

■女子Ｃクラス　シングルス 優　勝：松澤�怜愛（大泉JBC）

第22回ダイハツ全日本小学生ABCバドミントン大会群馬県予選
６月12日（土）　太田市民体育館

第30回記念関東マスターズ陸上競技選手権大会
６月20日（日）　熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

祝!!トーナメント５度目の制覇 日本選手権６度目の制覇 おめでとう!!
第58回 日本ラグビーフットボール選手権大会 兼 トップリーグ2021 プレーオフトーナメント

パナソニックワイルドナイツ
５月23日（日）秩父宮ラグビー場で行われたジャパンラグビートップリーグ　プレーオフトーナメント決
勝において、パナソニックワイルドナイツがサントリーを�31−26�で破り、シーズン優勝を果たしました。
心からお祝い申し上げます。

※パナソニックワイルドナイツは埼玉・熊谷市へ本拠地が移転し、来年１月からは新リーグとなります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と
参加者の安全を考慮し、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。

９月５日（日）　
場所：町民体育館及びその周辺・
　　　スバル運動公園・とね運動場

８月１日（日）　場所：町民体育館

第25回大泉町民スポーツ
レクリエーション祭

第37回大泉町学生卓球選手権大会
中止イベントのお知らせ

当事業団が「大泉町から世界を目指すア
スリートたち」で応援させていただいて
いる実咲さんが、目標であった国内最高
峰のタイトルを掴みました。今後の更な
るご活躍をお祈りいたします。

諸田 実咲さん（女子棒高跳）
第105回日本陸上競技選手権大会優勝
６月25日（金）会場：大阪・ヤンマースタジアム長居

↓Twitter記事はこちら

https://bit.ly/3AbBulZ

おめでとう日本一！



ダンス教室 大泉町勤労者野球大会

第27回 大泉町体育協会ゴルフ大会

●日　　時　９月19日（日）・９月26日（日）・10月３日（日）
　　　　　　�※ただし、９月19日が悪天候の場合や、新型

コロナウイルスの感染拡大状況によっては大
会を中止することもあります。

●会　　場　町民野球場、南公園、スバル運動公園ほか
●対　　象　�町内在住または在勤の勤労者が参加登録選手

総数の３分の２以上で編成したチーム
●募集チーム数　25チーム
●参 加 費　１チーム　3,000円
●主　　催　大泉町労働教育委員会
●申込方法　�７月26日（月）～８月13日（金）の間に参加費を

添えて役場経済振興課または、町民体育館に
お申し込みください。

　　　　　　�ただし、役場経済振興課については、土曜日、
日曜日、祝日を除く。

●代表者会議　申込チームに後日ご連絡いたします。
●問 合 せ　�役場　住民経済部　経済振興課　商工振興係　

岩﨑　黒木
　　　　　　☎63-3111（内線553）

●日　　時　10月28日（木）　午前７時スタート
●会　　場　太田双葉カントリークラブ
●募集人数　200名（定員になり次第締め切り）
●参 加 費　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…当日各自清算
　　　　　　（乗用カート代・昼食代・ワンドリンク含む　
　　　　　　　※グラスビール可）

●主　　催　大泉町体育協会　
●申込方法　８月１日（日）午前９時～
　　　　　　９月30日（木）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お申し込みください。
　　　　　　※電話による申し込みは、お受け致しません。　
●問 合 せ　☎090-2552-6562（体育協会・川田）
　　　　　　☎090-7253-9109（体育協会・相川）

！ 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。

体育館でボッチャ体験コーナーを設置しています。
ミニコートでどなたでも自由にボッチャを体験することができますので、
お気軽にお越しください。
～ボッチャを動画で紹介しています～

https://youtu.be/JA7JS3_gIgA

初心者でも楽しめる、ダンスのレッスンです。
お気軽にご参加ください!!

●対　　象　小学生
●募集人数　先着30名
●参 加 費　500円　
●講　　師　群馬県チアリーディングチーム
　　　　　　MONSTERS、BLAZEコーチ代表　
　　　　　　�日本チアリーディング協会関東連盟普及委員

幹事　髙橋�涼香�先生
●主　　催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●申込方法　�８月23日（月）までにお電話または町民体育

館窓口にて受付
●問 合 せ　町民体育館　☎63-5250
●そ の 他　�マスク・運動に適した服装・上履き（運動

靴）・飲み物（スポーツに適したもの）をご用
意ください。

　　　　　　※保護者の方も参観可能です。

９月４日（土）　町民体育館　アリーナ
AM９:30～11:30

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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！ 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③
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！

木 曜
９月30日より毎週木曜日　全10回
９／30、10／７・14・21・28、11／11・18・25、12／２・９
※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（９／30）に支払いとな

ります。
　　　　　　９月～12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　８月19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。
●場　　所　大泉町文化むら　第３練習室（予定）　�
●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。

第９回 GUNMAマンガ・アニメフェスタ　作品募集
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開催予定！
今年の作品募集期間は９月１日（水）～10月27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。

部門：マンガ・４コマまんが・アニメーション・イラスト
作品展示：2022年２月26日（土）・27日（日）文化むら・展示ホール

募集期間：９月１日（水）～10月27日（水）

詳細は、群馬県教育文化事業団のページをご覧ください。
http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/comic-anime
※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
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