
シリーズ券 発売中
【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）～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～

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
澤秀平をゲストに迎えお届けす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

リラクゼーションヨガ教室②
～自律神経を整えて
　心と体をリラックスしましょう～

金 曜 10月▶７日・21日・28日
11月▶４日

 ９月▶28日
10月▶ ５ 日・12日・19日

※都合により変更になる場合があります。 ※都合により変更になる場合があります。
●時　　間　午前10時～11時
●場　　所　町民体育館
●参 加 費　2,000円　参加費は教室開始日（10／７）支払い
●定　　員　15名
●講　　師　青木　昭子
●申込方法　８月26日（金）～９月23日（金）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　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・飲み物・運動に適した服装
●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

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

●時　　間　午前10時～11時
●場　　所　文化むら　２階　展示ホール　
●参 加 費　2,000円　参加費は教室開始日（９／28）支払い
●定　　員　30名
●講　　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　８月５日（金）～９月９日（金）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　ヨガマット・フェイスタオル・飲み物・運動に適した服装
●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

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

令和４年７月10日発行
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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
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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。



チケット発売　７月30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　７月23日（土）
（窓口）午前８時30分～／（電話）午前10時～ ※３公演同時発売

発売日からチケットの電話予約ができます

●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（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（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（月曜休館）

11月９日（水）　午後２時開演（１時30分開場）
文化むら・展示ホール

第１回　10月１日（土）
第２回　11月３日（木・祝）
第３回　2023年１月14日（土）
文化むら・小ホールまたは展示ホール
各回とも　午前９時30分開演（９時開場）
※公演時間約60分

第１回　「身体に染み渡るピアノの響き」
第２回　「目の覚めるフルートとチェンバロの響き」
第３回　「身体整う音楽の朝」

※ ご参加にあたり、必ずマスク
着用をお願いします。

チケット発売　８月19日（金）
（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

懐かしいあの歌、この歌… うたごえ喫茶 新宿ともしび
懐かしいメロディの数々を、一緒に口ずさんでみませんか？うたごえ喫茶の先駆けで
ある「新宿ともしび」のスタッフが、楽しい時間のお手伝い。
当日は、ともしびオリジナル歌集「うたの世界111」を使用します。お持ちの方はご
持参ください。お持ちでない方には、330円にて販売もしくは100円にて貸出します。
お気に入りのあの曲を、ぜひリクエストしてください！会場で募集します。

懐かしい映画音楽とスタンダードの名曲を、楽しいトークとともに
お届けします。

1,500円全席
自由

アルトサックスで聴くジャズの夕べ

文化むら・朝のコンサート

～映画音楽とスタンダードの名曲～

［出演］神保満（アルト・ソプラノサックス）、浜田和久（ピアノ）、
　　　金原正明（ドラムス）、川島潤一（コントラ・ベース／編曲）

［曲目］ひまわり、時の過ぎゆくままに、雨に唄えば、
　　　L-O-V-E、酒とバラの日々 ほか

10月28日（金）　午後７時開演（６時開場）
文化むら・小ホール

2,500円全席
自由 ※未就学児入場不可

名曲の調べとともに過ごす、朝のひととき。
　　　　　　　　　美しい音楽で始まる爽やかな１日。

出　演：志村和音（ピアノとお話し）、浅沼春香（フルート） ほか

（３回シリーズ）

各回1,500円全席
自由

文化むら避難訓練コンサート

※１席ずつ間を空けてご案内します。

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８ ９

●いしざか びんがコンサート
　８月26日（金）　午後１時開演（０時30分開場）
　入場料：2,000円（全席自由）
　問合せ：☎0277-51-3041（石坂）

休　館　日
〇８月…１日（月）・８日（月）・15日（月）・22日（月）・29（月）
〇９月…５日（月）・12日（月）・20日（火）・26日（月）

バンド機材説明会のご案内
〇８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
〇９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
〇８月の貸出会議（５年３月分）は25日（木）午後６時　第１研修室
〇９月の貸出会議（５年４月分）は27日（火）午後６時　第１研修室

● 小ホール
●第97回エスポアール小品展
　８月12日（金）～８月14日（日）
　午前９時～午後５時（最終日は午後４時まで）
　入場料：無料
　問合せ：エスポアール
　　　　　☎0276-86-2578（入谷）
　後　援：大泉町文化協会

● 展示コーナー

●西邑楽高校美術コース１・２年生展
　９月17日（土）・18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（松原）

● 展示ホール

新星☆劇団文化むら
大衆演劇

～人情芝居と豪華絢爛舞踊ショー～

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

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

１席ずつ間を空けて販売します
●問合せ：文化むら
　　　　　（月曜休館）

1,500円全席
指定

文化むら避難訓練コンサート

避難訓練コンサートとは
公演中に災害が発生した事を想定して、お客様にも避難訓
練にご参加いただきます。訓練終了後再びステージをお楽
しみください。
いつ、どこで発生するかわからない災害に備え、万全な心構
えを持てるよう、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

要整理券全席
自由

入場
無料 ※１席ずつ間を空けてご案内します。

●主　催：（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●問合せ：
　公演内容に関すること…西邑楽高校　☎0276-63-5851
　避難訓練に関すること…文化むら　　☎0276-63-7733
 （月曜休館）

第７回

デザイン：森下ちひろ

～西邑楽高校吹奏楽部・演劇部合同ステージ～

入場整理券配付：８月２日（火）午前９時～
文化むら窓口のみ／電話予約可

９月18日（日）
午後３時開演（２時30分開場）
文化むら・大ホール



大　会　結　果

大泉マスターズクラブ
■M55　 60m　優　勝：斉藤 克己　  7″96
　　　　100m　優　勝：斉藤 克己　13″33
　　　　200m　優　勝：斉藤 克己　26″43
■M70　 60m　優　勝：伊藤 晧夫　  8″81
　　　　100m　優　勝：伊藤 晧夫　14″36
　　　　200m　優　勝：伊藤 晧夫　30″41

■M55  走幅跳　優　勝：斉藤 克己　  5m43
■M70　 60m　優　勝：伊藤 晧夫　  8″72
　　　　100m　優　勝：伊藤 晧夫　14″27
　　　　200m　優　勝：伊藤 晧夫　30″55

第22回栃木マスターズ陸上競技選手権大会
４月30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
■M35　1500m
優　勝：大関 喜幸　4′12″47
　　　　　　　　　（県新記録・大会新記録）

第37回埼玉マスターズ陸上競技記録会
５月５日（木）　埼玉県上尾運動公園陸上競技場

■形　小学６年生男子
優　勝：福田 龍之介（大泉空手アカデミー）

第33回群馬県スポーツ少年団空手道交流大会兼
第41回関東ブロックスポーツ少年団競技交流大会第18回群馬県予選会
５月５日（木）　ALSOKぐんま総合スポーツセンターぐんま武道館

■男女シングルス　
優　勝：高橋 正大（フリー）

第34回大泉町シングルステニス大会
５月１日（日）　南公園テニスコート

大泉マスターズクラブ
■M35　1500m
優　勝：大関 喜幸　  4′17″62（大会新記録）
　　　　 5000m
優　勝：大関 喜幸　15′19″91（大会新記録）
■M70　　 60m
優　勝：伊藤 晧夫　8″99

第23回茨城マスターズ陸上競技選手権大会
５月８日（日）　茨城県石岡市運動公園陸上競技場

優　勝：紅クラブ

第48回大泉町バレーボール大会
５月29日（日）　町民体育館

〈形の部〉
■幼年　形　
優　勝：栗原 啓輔（大泉剛柔会）
■小学生低学年　形
優　勝：柴田 みなみ（大泉南小）
■小学生中学年　男子形
優　勝：小沼 璃生（大泉北小）

第32回大泉町空手道大会
６月５日（日）　町民体育館

■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

※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）
●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。
●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

～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　９月▶５日・26日　10月▶３日・17日 ※ 都合により変更となる場合が
ございます。

■小学生中学年　女子形
優　勝：片岡 桜（大泉北小） 
■小学生高学年　形
優　勝：福田 龍之介（大泉北小）
■中学生　男子形　
優　勝：小沼 豪瑠（大泉北中）
■中学生　女子形
優　勝：佐々木 真白（大泉西中）
■高校生・一般　男子形
優　勝：スルピシオ エンゾ（ニッケイ空手道）

〈組手の部〉
■小学生低学年　組手
優　勝：柴田 みなみ（大泉南小）
■小学生中学年　組手
優　勝：小山 颯太（大泉北小）
■小学生高学年　男子組手
優　勝：福田 龍之介（大泉北小）
■小学生高学年　女子組手
優　勝：岩瀬 育実（大泉剛柔会）
■中学生　男子組手　
優　勝：小沼 豪瑠（大泉北中）
■中学生　女子組手
優　勝：田場 リサ（ニッケイ空手道）
■高校生・一般男子　組手
優　勝：岩瀬 伸太郎（大泉剛柔会）

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



●時　　間　午前10時～正午（受付 ９時30分～）
●会　　場　いずみ総合公園ワカキヤいずみサッカー場
　　　　　　（邑楽郡大泉町丘山50-1）
●参 加 費　無料
●対　　象　 年中・年長児（５・６才児）及び小学校１・

２年生 
●講　　師　 菊池 洋一 JFA 公認Ａ級コーチジェネラル・

大泉FCスタッフ
●申込方法　 お電話・メールまたは指定の申込用紙に必要

事項を記入し、９月３日（土）までに町民体育
館へ申込み

　　　　　　mail:choutai@bunkamura.or.jp
　　　　　　※ 当日の参加も可能ですが、クラス分け等を

行う都合上、可能な限り期限内にお申込み
ください。

●持 ち 物　運動のできる服装、飲み物、タオル
　　　　　　※ボールをお持ちの方は持参してください。 
●主　　催　 （公財）大泉町スポーツ文化振興事業団・大泉

フットボールクラブ 一般社団法人 Respect　
●問 合 せ　 大 泉 フ ッ ト ボ ー ル ク ラ ブ 一 般 社 団 法 人 

Respect　担当 菊池
　　　　　　携帯：090-2531-5384
　　　　　　mail：oizumipc3838@ozzio.jp

●時　　間　午後７時～８時30分（受付 午後６時30分～）
●会　　場　町民体育館
●参 加 費　無料
●対　　象　年中・年長児（５・６才児）及び小学生
●講　　師　大泉剛柔会　坂本 健治 師範
●申込方法　 お電話・メールまたは指定の申込用紙に必要

事項を記入し、町民体育館へ申込み
　　　　　　mail:choutai@bunkamura.or.jp
　　　　　　※ 当日の参加も可能ですが、保険加入の人数把握

の都合上、可能な限り事前にお申込みください。
●持 ち 物　運動のできる服装、飲み物、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

ザスパは県内の各市町村との連携強化などを目的として、
町民の皆さんをホームゲームに招待します。
ぜひ、地元のプロサッカーチームを応援してみませんか。
●日　　時　９月14日（水）夕方以降試合開始予定（対FC琉球）
●会　　場　正田醤油スタジアム群馬（前橋市敷島町66）
●対　　象　町内在住者
●定　　員　100名（先着順）
●持ってくるもの　 応募完了メール、町内在住であることを証明

できるもの（免許証や保険証など）
●申込方法　 右側にある応募フォームから申し込ん

でください。
●申込開始日時　８月１日（月）午前10時から開始　
●問 合 せ　株式会社ザスパ（☎027-225-2350）

町民無料招待
ザスパクサツ群馬ホームゲーム キッズスポーツ体験

（サッカー②）

キッズスポーツ体験（空手）
８月３０日（火）

９月10日（土）　
雨天中止

楽しく身体を動かすことを
目的としたサッカー体験です
はじめてサッカーをする
キッズ大歓迎！

骨盤リンパストレッチ教室③
～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
９月22日より毎週木曜日　全10回
９／22・29、10／６・13・20・27、11／10・17・24、12／１
※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
●場　　所　９月・12月　文化むら展示ホール
　　　　　　10月～11月　町民体育館　アリーナ　（予定）
●参 加 費　3,000円　参加費は教室開始日（９／22）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　８月19日（金）～９月９日（金）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　ヨガマット・フェイスタオル・飲み物
●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

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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●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）

前売1,500円／当日2,000円全席
自由

「明治」という、世界に目を向け始めた時代に生きた少年少女た
ちの憧れ。
彼らは、詩に込められた純日本的な感性を通して、海の向こう
の世界を想像していたのです。
青島広志の楽しいおしゃべりとともに、世界中を見て聴いて歩
きましょう！

世界中のホーム・ソング

青島広志 ©GAKKEN 小野つとむ赤星啓子

《曲目》アビニョンの橋の上で、シューベルトの子守歌、
　　　 ローレライ、野ばら、蛍の光、よろこびの歌 他

９月４日（日） 午後２時開演（１時15分開場）
文化むら・大ホール

※ １席ずつ間を空けてご案内します。　※３歳未満入場不可
●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（月曜休館）

チケット発売　７月15日（金）
（窓口・電話）午前９時～

発売日からチケットの電話予約ができます。

●日　　時　９月４日（日）　午前９時～正午
●場　　所　町民体育館
●対 象 者　町内在住・在勤者
●参 加 費　無料（傷害保険は主催者が加入）
●主　　催　大泉町教育委員会・大泉町体育協会・
　　　　　　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●主　　管　 第26回大泉町民スポーツ・レクリエーション祭

実行委員会
●種　　目　①キックターゲット　②ボッチャ
　　　　　　③輪投げ　　　　　　④ディスゲッター９
　　　　　　⑤シャッフルボード　⑥スラックレール

●申　　込　事前申込みは不要です。
　　　　　　当日、時間内に町民体育館へお越しください。
●持 ち 物　・運動しやすい服装　・タオル
　　　　　　・飲み物　　　　　　・上履き
●そ の 他　参加者には参加賞がございます。
　　　　　　 キックターゲットは、ザスパクサツ群馬が

実施します。
　　　　　　※都合により変更となる場合がございます。
●問 合 せ　大泉町教育委員会　生涯学習課
　　　　　　☎0276-63-3111（内線631）
　　　　　　当日は、町民体育館へ

だれでも楽しく、簡単に行えるスポーツレクリ
エーション（６種目）を町民体育館で実施します。
みなさんぜひ参加してみませんか。

大泉町民
スポーツ・レクリエーション祭第26回

●日　　時　10月28日（金）　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（月）午前９時～
　　　　　　９月30日（金）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）

第28回 大泉町体育協会ゴルフ大会

当事業団HPトップアスリート特集で紹介をしている大泉町出身 石井亜海さんが、
2022年明治杯全日本選抜レスリング選手権大会　女子フリースタイル68kg級で
初優勝しました。おめでとうございます!!
いつも応援していただきありがとうございます。
結果は優勝、世界選手権代表に内定出来ました。次は世界選手権で優勝できるようにまた練習頑張ります。
これからも応援よろしくお願いします。

第34回
群馬県市町村対抗ゴルフ選手権

大泉町予選会
●日　　時　８月５日（金）　午前９時13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　新玉村ゴルフ場
　　　　　　（玉村町大字川井・本選会場で行います）
●参加対象　大泉町在住者
●参 加 費　無料
　　　　　　※ プレー費5,800円（昼食込・キャディ無）は各

自精算。
　　　　　　※その他差額も各自精算。
●募集人数　定員無し
●申込方法　７月10日（日）～７月24日（日）まで
　　　　　　町民体育館にて受付（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６日（火）開催
●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　

事業団HP　トップアスリートページはこちら→https://www.bunkamura.or.jp/sports/html/athlete.html
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