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群馬県邑楽郡大泉町仙石3-22-1 開館時間 9:00〜21:00

大泉町のネーミングライツ事業により、各施設の愛称が決
定しました。ネーミングライツパートナーは、各施設とも
洋泉興業株式会社となります。

大泉町文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）
〒370-0514

！

◆ 洋泉興業大泉町文化むら
◆ いずみ総合公園ワカキヤ大泉町民野球場
◆ いずみ総合公園ワカキヤいずみサッカー場

契約期間は、令和４年４月１日から令和９年３月31日までの
５年間となり、
契約期間中の施設の名称は愛称を使用します。

群馬県邑楽郡大泉町朝日5-24-1 開館時間 9:00〜22:00

本誌面でご紹介している催物について、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、以下のとおりご協力をお願いします。
・感染症の状況により、やむを得ず開催日の延期や中止と
なる場合があります。
・ご来場前に必ず検温をお願いします。
・感染が疑われる、体調不良や不安があるなどの場合は、
ご来場をお控えください。

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～

４月７日より毎週木曜日 全10回
４／７・14・21・28、５／12・19・26、６／２・９・16

木曜

※日程・場所が変更になる場合は HP でお知らせします。

●時
間
●参 加 費

●定
●講

午後１時30分～２時30分
3,000円
参 加費は教室開始日（４／７）に支払いとな
ります。
員 新規受講者 30名程度募集
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

●場
所
●持 ち 物
●問 合 せ

３月18日
（金）
午
 前10時からお電話または町民体育館窓口に
て受付開始

町民体育館
ヨガマット
町民体育館

アリーナ

☎0276-63-5250

今回は客席でご鑑賞いただけます（入場無料）

第14回 文化むら

ピアノマラソン 参加者募集の

５月29日 (日) ※１日のみの公演です

お知らせ

午前９時30分～午後６時（予定）

文化むら・大ホール
●募集対象

●演奏時間
●参 加 料
●募集人数

どなたでも参加（エントリー）できます。
ソ ロ・連弾・合奏・独唱などピアノを使用し
た内容であれば可。
※１エントリーあたりの人数は５人以内
（但し、歌唱者は１人のみ）
１エントリーにつき10分以内
１エントリーにつき1,000円（当日支払い）
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

フレッシュおおいずみ vol.385
令和４年３月10日発行

●部

門

①スタインウェイの部
②ベーゼンドルファーの部
③チェンバロの部
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12日 (土) ～ ４月10日 (日)
●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。
●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）
《補助ペダルは使用不可とします》
《必ず詳細を文化むらホームページにてご確認ください》

編集発行・公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団
事務局：群馬県邑楽郡大泉町朝日五丁目24番1号 大泉町文化むら内 〒370-0514 https://www.bunkamura.or.jp/

SUBARU陸上競技部

SUBARU 陸上競技部が、２年ぶりのニューイヤー駅伝2022 in ぐんま
（第66回全日本実業団対抗駅伝競走大会）にて、準優勝を果たしました。
SUBARU 陸上競技部について ※以下 HP より抜粋

元旦に地元太田市がコースの一部となっている全日本実業団対抗駅伝競走大会に出場し、地域社会の活性化に貢献する
という目的で1998年６月１日小指監督（当時）を中心に活動を開始。

2011年２月１日より奥谷コーチ（当時）が監督に就任。全日本実業団対抗駅伝競走大会には2001年の初出場から20
年連続出場。2013年には創部以来の目標であった６位入賞。

毎年恒例、当事業団主催の教室「もっと速く走れる！走り方教室」では、選手の皆様にご協力いただき、子どもたちに陸
上を教えてもらっています。
選手の皆様のご指導のおかげで、子どもたちは走る楽しさを感じることができ、また参加したい！と喜んでいただける大
人気の教室です。

SUBARU 陸上競技部の皆様より

～今回のニューイヤー駅伝での思いや
大泉町の皆様へメッセージをいただいております～
①大会に向けた思い

〈奥谷 亘

②大会時の気持ち

③大泉の皆さまへ

監督〉

① チ ーム目標の入賞を何とし
ても達成したかった。

② 出 走選手たちが、想定通り
かそれ以上の走りをしてく

れて、終始楽しく誇らしい
気持ちだった。

③ 日 頃より応援頂きありがと

うございます。９年ぶりに

〈１区

鈴木 勝彦〉

① 移籍してきてこのニューイヤー駅伝は結果を出さなくては
いけないと今まで以上に気持ちが入っての駅伝でした。

やっと入賞することが出来

② かなり集中して練習を積んでいたので自信がありました。

次回の大会では、沿道にて応援頂けることを祈りつつ、ま

③ 日 頃より SUBARU 陸上部の応援ありがとうございます。

ました。

た良い成績で走れるようチーム全員で努力しますので、今
後ともよろしくお願いします。

ある程度戦えると思ったので不安はなかったです。
また良い報告ができるよう日々精進してまいりますので変
わらず応援よろしくお願い致します。

［10位→１位（区間１位）］
９人抜きで、トップへ

〈２区 キプランガッ
トベンソン〉

①駅
 伝は初めてだがワ
クワクしていた。
② 調子が良く、いいイ
メージで走ることが
出来てチームに貢献
出来てハッピー。
③ これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。

［１位→６位（区間16位）］
スピード勝負の中でも
①２
 年ぶりのニューイヤー駅伝
入賞圏内キープ

〈３区

梶谷 瑠哉〉

ということで地元の方に強い
SUBARU の走りをみて欲しいと思って走りました。
② 個人としてはまだまだなところが多かったですが、２位に
なれて本当に嬉しかったです。
③ 日頃から練習などで大泉を走ることがあるので、大泉町の
皆様の理解と応援のおかげで２位になれたと思います。引
き続き応援よろしくお願い致します。

［３位→２位（区間３位）］
オリンピアンを引き離し２位へ

〈４区

清水 歓太〉

［６位→３位（区間８位）］

①昨
 年は出場することがで
完璧な走りで３位へ
きず、悔しい思いをした
のでその気持ちを今大会
に全てぶつけました。
② かなりいい位置で襷をもらうことができたので、冷静に強
い選手と切磋琢磨しながら走りたいと思っていました。
③ 大泉町は練習でよく走らせていただいています。来年も皆
さまの力となるような走りができれば思いますので、応援
の程宜しくお願いします。
［２位→２位
（区間２位）］
強烈な
向かい風の中も
２位でつなぐ

〈６区

〈５区

照井 明人〉

① チームに移籍して入賞に向けて力になりたいのと、チーム
の一員として加わらせて頂いた恩返しをニューイヤー駅伝
で返すと思って走りました。
② ５区は家の近くがスタート地点で大きなメリットでもあり、
期待もして頂けていると思うので期待に応えた走りをしよ
うと思っていました。
③ 日頃より多くのご声援ありがとうございます。初めての地
で不慣れな部分もありましたが、村山町長を始めとする厚
いサポートや大泉町の方々の応援を力に変えて走る事が出
来ました。来年は沿道で応援して頂ける事を願いながら、
これからも精進していきます。
［２位→２位
（区間３位）］
トップに６秒差まで
詰め寄る走りをみせ
準優勝！

小山 司〉

①今
 回結果を出せなければ引退しよう
と覚悟を持って挑んだ大会でした。
その中で納得いく走りが出来た事は
良かったです。
② 調子が良く、ワクワクした気持ち
でスタートラインに立てました。レース中も終始きつさを
楽しむ事が出来、あっという間の12km でした。
③ 日頃より応援ありがとうございます。住み始めて５年、日々
支えて頂いているこの町の皆様に、少しでも勇気や感動を
与えられるように今後も精進して参ります。

〈７区

口町 亮〉

①昨
 年度チームがニューイヤー駅伝
に出場出来ず２年振りの出場だっ
たので、出場出来る喜びと良い走りをしたいという気持ち。
② 前の６人の走りのお陰で１位も見える位置で走らせてもら
い気持ちよく走ることが出来ました。
③ ジョギング中に町内の方から声をかけて頂くことがありま
す。その度に元気を頂いています。これからも応援よろし
くお願いします。

走り方教室に参加いただいている SUBARU 陸上競技部コーチの方々からも

～大泉町の皆様へメッセージをいただいております～

〈コーチ兼マネージャー

小林 光二〉

※小 林コーチは、東京パラリンピック陸上5000メートル（視覚障がい T11）で
銀メダルを獲得した唐澤剣也選手の伴走を務めました。

日頃は応援ありがとうございます。
今年の SUBARU は、風に負けず寒さを吹き飛ばすほど熱い
走りができました。皆様に笑顔をお届けできたでしょうか。
これからも地域社会を盛り上げます。引き続き応援のほどよ
ろしくお願いします。

〈コーチ

阿久津 圭司〉

日頃より応援いただきありがとうございます。
今回の駅伝は過去最高順位で皆様に元気をお届けできたと
思っています。
今後も気軽に選手に声をかけたり、陸上教室などにも参加し
ていただけると嬉しいです。
これからも頑張りますので引き続き応援のほど宜しくお願いします。

ニューイヤー駅伝前、当事業団理事長からお送りした
SUBARU 陸上競技部の方々への応援メッセージを
SUBARU 陸上競技部様の HP で紹介していただきました！ HP はこちら➡

Ciel ニューイヤー・ファミリーコンサート2022
シ

エ

ル

１ 月 23日（ 日 ）か らの延期公演です。

ピアノ石川陽亮、ヴァイオリン浅沼杏花の２人が、クラシッ
クやアニメソング、童謡など名曲の数々を、パントマイム、
腹話術、ボイスパーカッションといった様々なパフォーマン
スとともに演奏する、バツグンに楽しいコンサート。

５月１日（日）

午前11時30分開演（10時30分開場）

文化むら・大ホール
全席
指定

おとな 1,200円
こども
（３歳～中学生）
800円

パーカッション：
赤羽拓真

チケット発売中

うた：田村麻理子

※２歳以下ひざ上１名無料 ※１席ずつ間を空けて販売します。

Ciel（シエル）
ピアノ：石川陽亮
ヴァイオリン：浅沼杏花

※３歳以上の方は、マスク着用をお願いします。

●主 催：
（公財）
大泉町スポーツ文化振興事業団 大泉町地域活動連絡協議会 ●問合せ：文化むら ☎0276-63-7733
（月曜休館）

２月 ５ 日（ 土 ）か ら の 延 期 公 演です。

30th

古澤 巖 ヴァイオリンの夜 in 文化むら 第30期シリーズ

e
Anniv rsary

～シンフォニック・ナイト～
５月４日（水・祝）午後５時30分開演（４時30分開場）
文化むら・大ホール
全席
指定

Ｓ席 5,500円 Ａ席 4,500円

チケット発売中

［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。)

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」
。
今回は、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
●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）
く贅沢な一夜です。

堀 優衣

アコースティック
コンサート 2022

人気番組「THE カラオケ★バトル」で12冠を達成するなど目覚ましい活躍を続ける大学生
シンガー・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。
昨年10月に初開催し大好評だったステージを、よりグレードアップしてお届けします。
若き歌姫の透き通る歌声を、たっぷりとお楽しみください。

７月２日（土）午後３時開演（２時15分開場）
文化むら・大ホール
チケット発売

全席
指定

3,000円

（窓口）午前８時30分～／（電話）午前10時～
４月16日
（土）

●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）

ヴァイオリン
浅沼杏花

ピアノ
志村和音
テレビ東京
THE カラオケ★バトル
12冠達成

堀 優衣

３人の演奏をYouTube 文化むら公式チャンネルでご覧いただけます

アメージング
グレース

中島みゆき・糸

Amazon、楽天、全国発売中ダウンロードご視聴できます。

タイムトラベル小泉線

検索

4月 5月
●

大ホール

休

館

日

●第20回大泉マンドリンコンサート
〇４月…４日
（月）
・11日
（月）
・18日
（月）
・25日
（月）
４月17日
（日） 午後２時開演（１時30分開場）
〇５月…２日
（月）
・ ９日
（月）
・16日
（月）
・23日
（月）
・30日
（月）
入場料：500円（全席自由）
問合せ：大泉マンドリンクラブ ☎0276-62-7559（森）
貸出会議のご案内
●第14回東部地区ソロコンテスト（吹奏楽）
○４月の貸出会議（４年11月分）は26日
（火）午後６時 第１研修室
５月７日
（土）
・８日
（日）
○５月の貸出会議（４年12月分）は25日
（水）午後６時 第１研修室
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
バンド機材説明会のご案内
問合せ：太田市立木崎中学校 ☎0276-56-1031（渡辺）
〇４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
※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2022
５月３日
（火・祝）～５日
（木・祝）
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

文化事業支援のお知らせ
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団では、令和４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
●申請場所
●そ の 他

令和４年４月１日
（金）
から５月31日
（火）まで
文化むら
（午前９時～午後５時、月曜休館）

 請書等の詳細は文化むらホームページをご
申
覧ください。
●問 合 せ 文化むら ☎0276-63-7733
（月曜休館）

ご厚意ありがとうございました
大泉町小売酒販売組合様から、当事業団に30,000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、有効に活用いたします。

大泉警察署から感謝状をいただきました
このたび、
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団は、大泉警
察署から感謝状をいただきました。
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。

○５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

３月８日（火）に予定していた「うたごえ喫茶 新
宿ともしび 出前コンサート」は、４月26日（火）
に延期します。なお、整理券配付は終了しており
ます。

大泉町のスポーツ・文化団体 育成・強化助成のお知らせ
（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３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４年４月１日
（金）
から５月31日
（火）
まで
（月曜休館）
●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
●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。
●問 合 せ ス
 ポーツ：町民体育館 ☎0276-63-5250
文化：文化むら ☎0276-63-7733

三洋電機洋友会群
馬地区様から車イ
スを寄贈していた
だきました。
寄贈していただい
た車イスは大切に
使用いたします。

リラクゼーションヨガ

～自律神経を整えて心と体をリラックスしましょう～

金曜
●時
間
●参 加 費
●定
●講

員
師

５月▶20日・27日 ※都合により
６月▶ ３ 日・10日 変更になる場合があります。
午前10時～11時
2,000円
参加費は教室開始日（５／20）に支払いとな
ります。
15名
青木 昭子

●申込方法

３月15日
（火）
午
 前10時から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・選手控室
●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

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〜

水 曜 ６月▶１日・８日・15日・29日
※都合により変更になる場合があります。

●時
間
●参 加 費
●定
●講

午前10時～11時
2,000円
参
 加費は教室開始日
（６／１）
に支払いとなります。
員 30名
師 明 戸 園美 ( ヨガインストラクター、整体師、
アロマセラピスト、官足法指導員…等 )

●申込方法

３月22日
（火） 午前10時から
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 ２階 展示ホール
●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

第24回 硬式テニス教室
●日

時

●会

場

●対

象

●参 加 費

●服
●用

装
具

４月２日
（土）
・９日
（土）
・30日
（土）
・
５月７日
（土） 予備５月14日
（土）
午前10時～正午
南公園テニスコート（１～４）
※ No１コートへ５分前に集合ください。
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
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。
ス
 ポーツをするのにふさわしい服装・テニスシューズ
硬式ラケット１名１本持参
（お持ちでない方は協会で用意しますので、申

込時にお伝えください。
）

●定
員 先着順30名
●主
催 大泉町体育協会テニス部
●申込方法 ３
 月12日（土）～３月26日（土）午後３時まで
にメール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
★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 日の問合せは午後６時以降でお願い致し
ます。

新型コロナウイルス感染症対策としてマスクを着用してご参加ください。講習日当日に検温し37.5度以上の方は参加を
お控えください。その他 のどの痛み・せき等の体調不良時についても参加自粛を願います。また、開催・中止の判断は
３月26日（土）時点の新型コロナウイルス感染状況を考慮し、皆様の安全を第一に考え決定します。中止の場合のみお申
込み時メールアドレスへご連絡させていただきます。

第33回 大泉町シングルステニス大会（硬式テニス）
●日

時

●会
●対

場
象

●種

目

●参 加 費

●定
員
●主
催
●申込方法

●問 合 せ

５月１日
（日）
午前８時30分受付開始 ９時試合開始
雨天時５月８日
（日）
に順延
南公園テニスコート
町内在住・在勤・在学者及び令和４年度大泉
町テニス協会員
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
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。
先着40名（男女計）
大泉町体育協会テニス協会
４月９日
（土）
～４月23日
（土）午後３時まで
メールにて 氏名・登録クラブを事務局 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
★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。
大 泉 町 テ ニ ス 協 会 役 員 ☎090-4962-1810
（對比地）
、☎0276-61-1190（若林）
※平日の問合せは午後６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（４／23）とし、
中止の場合のみお申込みいただいたメールアドレスに
ご連絡します。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、よろしくお願い申し
上げます。

部 員 募 集
王統流空手道

尚武館大泉

沖縄空手王統流の基本・型をメインに、ミット・組手・礼法
等を稽古します。日本古武道の気楽流柔術をベースとした
護身術は大変人気があります。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６時30分～８時
●場 所 大泉西中学校武道場
●問合せ ☎090-9204-0300（川島）

第18回 大泉町女子ダブルステニス大会
●日

時

●場
●対

所
象

●種

目

●参 加 費

●定
員
●主
催
●申込方法

●問 合 せ

５月11日（水）※雨天時５月18日（水）
午前８時15分～８時45分受付 ９時試合開始
南公園テニスコート
大泉町在住・在勤・在学生・令和４年度大泉
町テニス協会員の女子及び、大泉町テニス協
会での招待選手を含む（先着32組）
女
 子ダブルス（硬式テニス）リーグ戦後、トー
ナメント
試合方式は参加組数により決定
※参加組数が３組以下の場合は延期
１組2,500円
※大会当日、受付にて徴収いたします。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。
先着32名
大泉町体育協会テニス部
４月27日
（水）
～５月４日
（水・祝）午後３時まで
メ ールにて氏名・所属クラブを事務局 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
★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。
大 泉 町 テ ニ ス 協 会 役 員 ☎090-4962-1810
（對比地）、☎0276-61-1190（若林）
※平日の問合せは午後６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（５／４）とし、
中止の場合のみお申込みいただいたメールアドレスに
ご連絡します。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、よろしくお願い申し上
げます。

大

会

結

果

第48回群馬県小学生空手道選手権大会
１月16日（日） ALSOK ぐんま武道館

■団体形 低学年
優 勝：大泉剛柔会
（小沼 璃生、福田 虎太朗、吉澤 和寿）

コロナ禍のなか、忘れていませんか
診断へ
あなたの胃・腸 診察から検査、
血糖値も気になるよね

スピーディーな対応を
させていただきます
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鼠径ヘルニア

痔・下肢静脈瘤の

お悩みを解決いたします

TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

スポーツと
文化の
グラウンド➡
情報誌

Fresh
Ｒ４年度スポーツ施設貸出会議日程

隔月刊

学校➡

めざそう！ ～ 動きやすい身体づくり～
大泉町文化むら ☎0276-63-7733

いずみ総合公園町民体育館 ☎0276-63-5250

群馬県邑楽郡大泉町仙石3-22-1 開館時間 9:00〜21:00

〒370-0514

当日
参加型

（月曜休館）
群馬県邑楽郡大泉町朝日5-24-1 開館時間 9:00〜22:00

楽しくムーブメントトレーニング

〒370-0533

３

2022

※会議日程通知や変更等、
施設情報おしらせメール登録はこちら➡Vol.385

※事前予約不要でお気軽にいつでもご参加いただける、１日300円の教室です
何歳になっても動けるカラダを目指しませんか？
関節の可動性を高め、インナーユニットを鍛え、疲れにくいカラダを
一緒に作っていきましょう！
・モビリティエクササイズ（関節の可動性向上） ・ストレッチ
・身体の安定性をつくるトレーニング（コアコンディショニング）を行います。

月曜
●時
●場

４月▶４日・18日
※都合により
▶
９日・23日
変更となる場合がございます。
５月

間
所

午後２時～２時30分（30分）
町 民体育館アリーナ・ランニングトラック・
選手控室等
●募集人数 当日先着15名
事前の登録や予約は必要ございません。
レッスン開始30分前からの先着順となります。
※レッスン開始５分前に受付は締め切ります。
※定員を超えた場合お断りをする場合がございます。

■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

●参 加 費 レッスン１回（１日）300円 当日支払
●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
●問 合 せ 町民体育館 ☎0276-63-5250
●そ の 他 ・ヨガマット
・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。

「キッズの部」
「一般の部」を同日開催！

文化むらダンスフェスタ2022
日頃の練習成果を文化むら・大ホールで発表しよう！

皆さんのパフォーマンスを迫力の音響・照明で応援します。

９月11日（日）

午前10時開演（９時30分開場）

文化むら・大ホール
●募集対象

入場
無料

参加者
募集！

全席
自由

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
※公演前日に開催されるゲネプロに、必ず参加してください。

●募集チーム数

キッズの部、一般の部

それぞれ30チーム

※応募が定数を超えた場合、同一ジャンルごとの応募数に応じて抽選（大泉町内活動チームを優先します）
●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

応募用紙を文化むら窓口へ提出またはメール・FAX 送信

●募集期間

５月14日
（土）
～６月19日
（日）

●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）

フレッシュおおいずみ vol.385
令和４年３月10日発行

文化むらホームページに募集要項を掲載します。
ご応募前に必ずご確認ください。

編集発行・公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団
事務局：群馬県邑楽郡大泉町朝日五丁目24番1号 大泉町文化むら内 〒370-0514 https://www.bunkamura.or.jp/

