
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
６月30日より毎週木曜日　全10回
６／30・７／７・14・21・28、８／４・18・25、９／１・８
※日程・場所が変更になる場合はHPでお知らせします。

●時　　間　午後１時30分～２時30分
●参 加 費　3,000円
　　　　　　参加費は教室開始日（６／30）支払い
●定　　員　新規受講者　30名程度募集　
●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　６月２日（木）～６月23日（木）まで
　　　　　　�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　６月～７月　町民体育館　アリーナ
　　　　　　８月～文化むら展示ホール　（予定）
●持 ち 物　ヨガマット・フェイスタオル
●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

宝くじ文化公演

群馬交響楽団コンサート
～オーケストラで聴く懐かしの映画音楽Ⅱ～
銀幕を飾った美しいメロディーの数々
懐かしい名画の感動が、いま蘇る…
《曲目》
ウエストサイド物語、荒野の七人、サウンド・オブ・ミュージック�ほか
※曲目の一部が変更になる場合があります。

８月７日（日）
午後３時開演（２時開場）
文化むら・大ホール

Ｓ席2,000円　Ａ席1,000円
※群馬県在住の方のみご購入いただけます。
※１席ずつ間を空けて販売します。
※未就学児入場不可

宝くじの助成により特別料金になっています。

チケット発売　５月21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。

管弦楽 群馬交響楽団

指揮 竹本 泰蔵

●主　催　大泉町／大泉町教育委員会／（一財）自治総合センター
　　　　　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●問合せ　文化むら（月曜休館）

全席
指定
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！
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、ならびに場内では常時マスク着用をお願いします。
・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。



発売日からチケットの電話予約ができます
【シリーズ券】 11,000円（全席指定）
　２公演を同じお席で鑑賞できる通し券を先行発売します。

【ビジター券】 5,500円（全席指定）
　各公演の１回券です。

シリーズ券
販売期間

７月９日（土） 午前８:30
～９月11日（日）

※この期間を過ぎての販売は行いません。

ビジター券
発売日

●Vol.１　オータムパーティー
９月17日（土）午前８:30～
●Vol.２　ウインターパーティー
10月６日（木）午前８:30～

座長と山田兄弟による
大迫力の津軽三味線の世界。
家族の絆が織り成す
しっとりうっとり舞踊絵巻。

11月29日（火）
午後２時30分開演（２時開場）
文化むら・大ホール

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

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。
今回はゲストに優衣さんが
通う慶應義塾大学のアカ
ペラユニット・ギンモクセ
イが登場、フジテレビ系の
人気番組「ハモネプ・リー
グ」に出場した抜群のハー
モニーでコンサートを盛り
上げます。

堀 優衣新星☆劇団 アコースティック 
コンサート 2022

文化むら
大衆演劇

～人情芝居と豪華絢爛舞踊ショー～

●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（月曜休館）

●問合せ：文化むら
　　　　　（月曜休館）

3,000円全席
指定

テレビ東京
THE カラオケ★バトル

12冠達成
堀　優衣

ピアノ
志村和音

ヴァイオリン
浅沼杏花

※３歳未満入場不可
チケット発売中

ギンモクセイ

古澤 巖 ヴァイオリンの夜 in 文化むら
～第31期シリーズのお知らせ～

ヴァイオリニスト・古澤巖プロデュースによる人気コンサートシリーズ。
楽しいお喋りにのせてお贈りする、多彩なゲストとの華やかなステージ。
大泉町ならではのロマンティックなひととき…

Vol.１

Vol.２

オータムパーティー

ウインターパーティー

「ダンシングwithヴァイオリン」

「武澤秀平の宮廷バロックナイト」

10月８日（土）

２月11日（土）

洗足学園音楽大学・ダンスコースの学生達が、ヴァイオリンの生演奏にのせ
てキレッキレのダンスを披露します。スタートから31年目の今年、全く新し
いヴァイオリンの夜が繰り広げられます。これは見逃せない！

バロック時代の代表的な弦楽器であるヴィオラ・ダ・ガンバの第一人者・武
澤秀平による典雅なバロック音楽の世界。チェンバロや弦楽の合奏で、あな
たを300年前のヨーロッパに誘（いざな）います。

各回とも午後６時開演
（５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（月曜休館）

※公演内容等は出演者の都合により変更になる場合があります

チケット発売：８月31日（水）
（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

1,500円全席
指定

TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

5151

血糖値も気になるよね

診察から検査、診断へ

 

コロナ禍のなか、忘れていませんかコロナ禍のなか、忘れていませんか

あなたの胃・腸

鼠径ヘルニア
痔・下肢静脈瘤の
　  お悩みを解決いたします

スピーディーな対応を
させていただきます



月月６ ７

●Whispering with Love『愛のささやき』Vol.31
　７月17日（日）
　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）

休　館　日
〇６月…６日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）
〇７月…４日（月）・11日（月）・19日（火）・25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28日（火）午後６時30分　第１研修室
〇７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

貸出会議のご案内
〇６月の貸出会議（５年１月分）は28日（火）午後６時　第１研修室
〇７月の貸出会議（５年２月分）は26日（火）午後６時　第１研修室

● 大ホール

●大泉合同きりえ展 
　６月４日（土）～５日（日）
　午前10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）

● 展示ホール

●申込方法　文化むら窓口にある応募用紙にご記入の上、
　　　　　　ご提出ください。
●申込期限　５月31日（火）まで
●問 合 せ　文化むら（月曜休館）

●練習日　毎月第１・第３火曜日
　　　　　午後１時15分～３時
●曲　目　 アビニョンの橋の上で、シュー

ベルトの子守歌、のばら、蛍の光、
よろこびの歌 他

●参加費　4,000円
　　　　　（青島先生による事前指導費含む）
●公　演　９月４日（日）
　　　　　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　☎090-2323-0055（おさかべ）
　　　　　☎090-1104-8139（うえき）

大泉町合唱祭

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～
　場　所：文化むら　第３練習室
　問合せ：☎080-5535-3951（植松）または
　　　　　メールアドレス��info@ikeroa.jp

メンバー募集

初心者
歓迎！

第26回

恒例となっている文化む
らの合唱祭への新規参加
団体を募集します。
町内を拠点に活動してい
る合唱サークル、町内の
幼稚園、中・高校、専門学校の皆さんの参加を
予定しております。美しい響きを持つ大ホール
のステージで、普段の練習の成果を発表しませ
んか？

ブルー・アイランド氏こと青島広志
氏の楽しいお話とともにお届けする

『世界中のホーム・ソング』。
世界中で愛されているおなじみの歌曲
を歌ってみませんか？
青島先生の楽しく貴重な指導も受け
られます。

11月２3日（水・祝）
文化むら・大ホール

参加団体
募集中

『世界中のホーム・ソング』で
一緒に歌いませんか？

参加者募集！

青島広志� Ⓒ�GAKKEN

小野つとむ 赤星啓子



トレーニングトレーニング
自宅でできる

大　会　結　果 大泉マスターズクラブ
■M55　立幅跳　優　勝：斉藤�克己　5ｍ26

第60回茨城マスターズ陸上競技記録会
４月３日（日）　石岡市運動公園陸上競技場

■形　一般女子　優　勝：清水�那月（大泉剛柔会）
■統一戦　　　　優　勝：清水�那月（大泉剛柔会）

第57回中村勇作杯群馬空手道選手権大会
４月16日（土）～17日（日）　ALSOKぐんま武道館

スタートポジション
四つん這いになる

スタートポジション
仰向けになり足を軽く外にひらく 足は少し外側へ 膝を胸の方に引き付けたあと

足裏で前に蹴り出す
回数：左右15回（２セット）

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 トレーナー

対角線上に片手片足を伸ばす
回数：20秒～30秒（左右２セット）

つまずき防止トレーニング

歩行時の安定性を出すバランストレーニング

資格

経歴

※Point！
頭からかかとまで

まっすぐ

泉武会
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時～８時30分
●場　所　大泉西体育館（西小学校敷地内）
●問合せ　☎090-6936-2106（山﨑）

チーム　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　午前８時30分～正午
●場　所　青少年広場（大泉町公民館南の広場）
●問合せ　☎090-1802-4388（代表　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。

部 員 募 集

TEL 0276-56-9025
FAX 0276-48-8444

太田市龍舞町1322-1

㈱あんしんサポート
アフラック 代理店

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32回 大泉町空手道大会

第42回 大泉町民テニス大会（硬式テニス）

●日　　時　６月５日（日）　午前８時30分集合開始～９時　開会式
●場　　所　町民体育館
●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）

●日　　時　７月３日（日）　午前８時30分受付～９時試合開始
　　　　　　雨天時７月24日（日）・８月７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５日（日）～６月25日（土）　午後３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（対比地）☎0276-61-1190（若林）
　　　　　　※平日の問合せは午後６時以降
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■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

●日　　時　６月25日（土）　午前10時30分～11時30分　
　　　　　　※都合により変更となる場合がございます。
●場　　所　町民体育館アリーナ
●定　　員　20名
●参 加 費　500円　参加費当日支払い
●講　　師　群馬県ボッチャ協会
●申込方法　５月23日（月）～６月13日（月）まで
　　　　　　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
●持 ち 物　飲み物、動きやすい服装、上履き
●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

ボッチャ教室
☆パラリンピック正式種目である「ボッチャ」を、ぜひ体験してみませんか？
　「地上のカーリング」とよばれるボッチャを一緒に楽しみましょう！

※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。

●時　　間　午後２時～２時30分（30分）
●場　　所　�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。

●参 加 費　レッスン１回（１日）�300円
　　　　　　参加費当日支払
●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
●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。
●問 合 せ　町民体育館

～ 動きやすい身体づくり～
楽しくムーブメントトレーニング
めざそう！

当 日
参加型

月 曜 ６月▶６日・20日　７月▶４日・25日 ※ 都合により変更となる場合が
ございます。

参加者
募集！

「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。

●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
　　　　　　※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（月曜休館）

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 全席
自由

入場
無料

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。

スポーツと
文化の
情報誌

FreshFresh
2022
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いずみ総合公園町民体育館 ☎0276-63-5250
〒370-0533 群馬県邑楽郡大泉町仙石3-22-1　開館時間 9:00～21:00

洋泉興業大泉町文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）
〒370-0514 群馬県邑楽郡大泉町朝日5-24-1　開館時間　9:00～22:00


