
■資格■

健康運動実践指導者・健康運動指導士
NESTA　PFT・整体ボディケアセラピスト

！ 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。

ウォーキング教室 ストレッチ教室
ウォーキング前のエクササイズや、歩きの姿勢を整え練習します コアコンディショニングを取り入れたストレッチを行います

コアコンディショニングとは…

骨盤・腰まわりを安定させる
エクササイズです。
腰痛にお悩みの方や
下腹が気になる方におすすめ！

月 曜 水 曜10月 ▶ 18・25
11月 ▶ １ ・ ８

10月▶20・27
11月▶10・17

※都合により変更となる場合がございます。 ※都合により変更となる場合がございます。
●時　　間　午前10時00分～11時00分
●場　　所　町民体育館　ランニングトラック 
●募集人数　先着10名
●参 加 費　教室初日(10／18)支払い　2,000円
●講　　師　吉田　紗季（町民体育館　ジムインストラクター）
●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。
●問 合 せ　町民体育館　☎63-5250
●そ の 他　・ヨガマットまたはバスタオル
　　　　　　・運動に適した服装と運動靴
　　　　　　・飲物・タオル等各自ご用意
　　　　　　　ください。

●時　　間　午前10時00分～11時00分
●場　　所　町民体育館　ランニングトラック 
●募集人数　先着10名
●参 加 費　教室初日(10／20)支払い　2,000円
●講　　師　吉田　紗季（町民体育館　ジムインストラクター）
●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。
　　　　　　●問 合 せ　町民体育館　☎63-5250
　　　　　　●そ の 他　・ヨガマットまたはバスタオル
　　　　　　　　　　　　・運動に適した服装と運動靴
　　　　　　　　　　　　・飲物・タオル等各自ご用意
　　　　　　　　　　　　　ください。

11月７日（日）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）

日本の歌・こどもの歌
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。
※８月28日（土）の整理券をお持ちの方は、そのままお使いいただけます。

青島広志 Ⓒ GAKKEN

小野つとむ 赤星啓子

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、手のひらを太陽に、さんぽ、霞か雲か、アニー・ローリー、早春賦、

夏は来ぬ、村祭、小さい秋みつけた、からたちの花　ほか

※未就学児は入場できません。

８月28日（土）の公演が延期となりました。
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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 は10月
27日（水）17時必着、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。

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。

午後６時開演（５時開場）

●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公演を、
新しいスケジュールでご案内します。

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。

第９回 GUNMAマンガ・アニメフェスタ  作品募集中

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

締切：10月27日（水） 17時必着

詳細は、群馬県教育文化事業団のページをご覧ください。
https://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

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



　文化むら紹介動画を公開しています

世界の名器「スタインウェイ」「ベーゼンドルファー」の響きを大ホールで堪
能できる毎年人気のイベント。
今年は無観客開催でしたが、予定を超える多数のご参加をいただき、それぞ
れ気持ちのこもった特別なステージをお楽しみいただけました。

・�久しぶりに大きなホールでピアノを弾いて、弾いているとき気持ちよかっ
たし楽しかったです。また沢山練習して来年も参加したいと思います。
・�今までのコンサートとは違ったピアノが弾けてとても満足。
・�今年はコロナ禍での開催、大変ご苦労されたことと思います。感染対策を
徹底されていて安心して参加させていただきました。
・�観客がいないのは正直少し物寂しさがありましたが、これはこれで良かったのかな…とも思います。例年通りの観客
ありにも参加したいです。
・�このような機会が１年に複数回あるとうれしいです。コロナ感染対策として演奏の様子をネット中継するのもいいと
思います。

※ 紙面の都合上、一部表記等を編集して掲載しております。

11月10月

● 展示コーナー

●第33回民謡民舞発表会
　10月３日（日）午後１時開演（０時30分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：大泉町民謡連盟　☎0276-62-4834（高橋）

●MOA美術館　大泉児童作品展
　10月23日（土）・24日（日）
　午前10時～午後５時（最終日は午後３時30分まで）
　入場料：無料
　問合せ：大泉児童作品展実行委員会　☎0276-63-0825（永島）

休　館　日
〇10月…４日（月）・11日（月）・18日（月）・25日（月）
〇11月…１日（月）・８日（月）・15日（月）・22日（月）・29（月）

バンド機材説明会のご案内

○10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
○11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

貸出会議のご案内

○10月の貸出会議（４年５月分）は26日（火）午後６時　第１研修室
○11月の貸出会議（４年６月分）は25日（木）午後６時　第１研修室

● 大ホール

第13回 文化むらピアノマラソンを開催しました
2021年５月30日（日）

参加者からいただいた感想の一部をご紹介します。

文化むら紹介動画 母屋、民俗資料館、茶室棟紹介動画 展示室紹介動画

https://www.bunkamura.
or.jp/bunka/html/movie.html

文化むら施設の魅力や特長を、
YouTube公式チャン
ネルでくまなくご紹
介しています。
ぜひご覧ください。



（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団では、令和３年
度の強化指定団体を決定し、指定書の交付、及び強化
費の贈呈を致しました。
本町におけるスポーツ活動の普及、活性化のため、今
後のご活躍を期待いたします。

●スポーツ関係　強化指定団体

大泉剛柔会　代表  坂本　健治

キャンペーンキャンペーンイキイキ生活イキイキ生活イキイキ生活

公式チャンネルにて

体操を紹介しています

令和３年度 スポーツ団体　強化指定大　会　結　果

大泉マスターズクラブ
■M55　走幅跳　１　位：斉藤 克己　  5m18

■M70　  60m　１　位：伊藤 晧夫　  8″75
　　　　 100m　１　位：伊藤 晧夫　14″04

■年代別　M60‐M50‐M40‐M35
４×100mR 　50秒42
１　位：伊藤 晧夫、菊池 広古、斉藤 克己、江原 浩二

第34回埼玉マスターズ陸上競技選手権大会

８月22日（日）　熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

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



トレーニングトレーニング
自宅でできる

第27回 大泉町体育協会ゴルフ大会
●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）

手の幅は肩幅の1.5倍　
手の向きはやや内側にします

健康運動実践指導者／健康運動指導士
NESTA　PFT/整体ボディケアセラピスト
９年間スイミングスクールに勤務
退職後、大泉町民体育館トレーニング室インストラクター。
得意分野は、機能改善とお客様に楽しく長くトレーニング
を続けていただけるように指導することです。

吉田 紗季 トレーナ－

いつまでも若々しく！　アクティブに！

荷物を手で持って買い物できますか？
　　ベッドからスッと起き上がれますか？

１

手の平でしっかりと壁を押し出す３手と手の間に胸が落ちるようにし、でき
れば肘が90度に曲がるまで胸を沈める
※腰を反らないように、頭から足まで
一直線にして行う

２

カベDONトレーニング

壁を使って腕と胸さらに体幹を鍛えます

資格

経歴

腰を反らないで
まっすぐ！
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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。

●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）

～シンフォニック・ナイト～
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

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）

新しく誕生し初優勝した、女子バスケ３×３プロチーム「ぺリテックインテ
ルナショナル大泉」が、「エキシビションマッチ」と、「ストリートライ
ブ」の、バスケ・ダンス・音楽が融合した、新しいイベントを開催する。
当町のミニバスケ２チームと上武大学女子３×３部を招き、戦いを繰り広
げる。また試合の間には、HIPHOPやHOUSE等のダンス、「REI　
CAPOERAP」によるライブ、テーマ曲「DREAM×DREAM-道-（新
曲）」を含めたライブをご当地アイドル「CoCoRo学園」が行う。
初回限定プレゼントオリジナルタオルを回して、一緒に盛り上がろう！

●主　催　（一社）群馬国際スポーツ交流会
●問合せ　☎080-5443-2167（代表　菊田まで）

入場券発売　9月15日（水）より開始。売切れ次第終了
取扱所：大泉町民体育館・大泉町観光協会
　　　　（株）スター交通・スタープロジェクトダンススクール大泉

2021年11月3日（水・祝）
いずみ総合公園町民体育館（大泉町）

午後12時30分開演
（正午開場）

Ｓ席　3,000円　　　　　  Ａ席2,000円高校生以下
2,000円

高校生以下
1,000円

↑座席表はこちら

［演奏曲目］　モリコーネ／The Ecstasy of gold　　ブルッフ／スコットランド幻想曲
モンティ／チャルダーシュ　　グラズノフ／瞑想曲　　古澤巖／町の想い出・旅立ち　ほか
(都合により曲目が変更になる場合があります。)

全席
指定
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