
みなさんで
応援しましょう！

●主　催　群馬県／（公財）群馬県教育文化事業団
　　　　　（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）

レスリング世界選手権銀メダル獲得

“石井亜海”選手
～2024年パリオリンピックに向けて～

大泉町から世界へ

９月にセルビアで行われたレスリング世界選手権に初出場し、女子68㌔級で大泉町出身「石井亜海」
選手が準優勝しました。決勝戦では東京オリンピックで優勝したアメリカの選手に惜しくも敗れはし
たものの、みごとに銀メダルを獲得しました。おめでとうございます。石井選手からみなさんへのメッ
セージをいただきましたので、ご紹介します。

県民音楽のひろば

シンフォニック・サウンド～東儀秀樹の世界
群響プレミアムアフタヌーン

オーケストラのコラボレーションで聴く東儀秀樹の名曲
コンサートホールで邂逅する和洋の響き

2023年２月26日（日）15:00開演（14:15開場）
文化むら・大ホール ※未就学児入場不可

Ｓ席�4,000円／Ａ席�3,000円全席
指定

《曲目》　だったん人の踊り（ボロディン）　管弦楽のためのラプソディ（外山雄三）　
光降る音（東儀秀樹）　I am with You（東儀秀樹）　誰も寝てはならぬ（プッチーニ） ほか

チケット発売　11月26日（土）
（窓口）8:30～�／�（電話）10:00～
発売日から電話予約ができます

雅楽器演奏とおはなし
東儀秀樹

管弦楽
群馬交響楽団

指　揮
円光寺雅彦

レスリングを始めたきっかけは？
親の勧めで始めました。
性格を自己分析すると？
極端で、好きなことはとことん追求で
きます！考えることが得意なので、逆
に他人にどう思われてるか気にしてし
まう ‘びびり’ です。
休みの日などリフレッシュの方法は？
常に音がある生活が好きで、洋楽、ラッ
プ、邦ロック、チルビートなどいろん
なジャンルの音楽を聴いています！音
楽を聴いてると何も考えずに済むので
そこが好きです。休みの日は、普段で
きないことをするようにしています。
カロリーを気にして食べない食事を

摂ったり、時間がなくて普段行けない
所に行ったり、なかなか予定が合わな
くて会えない人と会ったりなど休みの
日は非日常を求めて、競技のことを忘
れて現実逃避します(笑)。レスリング
が嫌いなんじゃなくて、考え出すとき
りがなくて、妄想とか予想とか想定だ
けであれこれ考えて気分が不安定にな
るので練習以外のプライベートは考え
たくありません(笑)。
世界選手権を終えて、改めて感じている
ことはありますか？
試合でいつも通りのレスリングをする
事が目標ですが、負ける時はそれはそ
れで、いつも通りの悪いところが出る

なと思いました。
さらなる高みを目指す中で、今の目標を
教えてください
年末のパリオリンピック一次予選で勝
つことです！
スポーツをしている子どもたちに向けて、
メッセージをお願いします
そのスポーツの、面白いところを見つ
けてみてほしいです。何が魅力で、ど
んな所が面白いのか、友達や家族にそ
れを伝えられるくらいきちんと、その
スポーツについて考えてみて欲しいで
す。それができると、そのスポーツを
好きになれるし強くなる方法も自分で
見つけられると思います！

スポーツと
文化の
情報誌

FreshFresh
2022

Vol.389

11隔月刊
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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。

第３回　「身体整う音楽の朝」
　　　　2023年１月14日（土）
� 【展示ホール】
出　演：志村和音（ピアノとお話）

文化むら・朝のコンサート（３回シリーズ）

●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）

各回とも�9:30開演（9:00開場）
※公演時間約60分

チケット発売中

各回
1,500円全席

自由

●主　催：（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団／大泉町母親クラブ
●問合せ：文化むら（月曜休館）

C
シ エ ル

iel ニューイヤー・ファミリーコンサート2023
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。

2023年1月22日（日）
11:00開演（10:15開場）
文化むら・大ホール

※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。
※３歳以上の方は、マスク着用をお願いします。

おとな�1,200円　こども（３歳～中学生）800円全席
指定

Ciel（シエル）
　　　ピアノ：石川陽亮
　　　ヴァイオリン：浅沼杏花

パーカッション：赤羽拓真 うた：田村麻理子

チケット発売中

♪お客様の声♪
・ 心地良い音でした。朝からゆっくりスタートするの

は充実した気分ですね。
・ 即興演奏がすごくよかったです。朝の雰囲気が最高

でした。
・ 生のコンサートがいいですね。ステージが客席と同

じ高さで、身近に感じました。
♪子どもたちより♪
・ 朝のコンサートのきかいはあまりないのですごく楽

しかった!!
・ 一時間がいっしゅんでおわるくらいたのしかった。
・ 16分音符がむずかしそうなのにきれいにひけてておど

ろきました。「レ・ソ・ド」をきいただけで曲にできて
すごいなーと思いました。まだききたかったです。

文化むらで初の試みとなる「朝のコンサート」
シリーズ第１回を10月１日（土）に開催しました。

TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

5151
予約なし
インフルエンザ予防接種

で受けられるよ

診察から検査、診断へ

 

コロナ禍のなか、忘れていませんでしたかコロナ禍のなか、忘れていませんでしたか

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12 1

●令和５年大泉町「20歳を祝う会」
　１月８日（日）　9:30から受付　10:30開式
　問合せ：大泉町教育委員会　生涯学習課
　　　　　☎0276-63-3111（内線633）

休　館　日
〇12月…５日（月）・12日（月）・19日（月）・26（月）
〇 １ 月…10日（火）・16日（月）・23日（月）・30（月）

バンド機材説明会のご案内

〇12月のバンド機材説明会は21日（水） 18:30　第１研修室
〇１月のバンド機材説明会は25日（水） 18:30　第１研修室

貸出会議のご案内

〇12月の貸出会議（５年７月分）は21日（水） 18:00　第１研修室
〇１月の貸出会議（５年８月分）は25日（水） 18:00　第１研修室

● 大ホール

観光地などではおなじみの大衆演劇を、文
化むら大ホールのステージでたっぷりとお
楽しみいただきます。座長・花形が揃って
津軽三味線の名手という山田ファミリー「新
星★劇団」による、笑いと涙の人情時代劇と、
津軽三味線の心揺さぶるバチさばき、そし
て…華麗な舞踊ショーをご堪能ください!!

11月29日（火）
文化むら・大ホール

14:30開演
（14:00開場）

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 チケット

発売中
残席わずか！

年末年始休館のお知らせ
年末年始は、次のとおり休館いたします

○文化むら　 12月28日（水）～１月４日（水）
○町民体育館及び町内体育施設　
 12月29日（木）～１月３日（火）

新星★劇団文化むら
大衆演劇
〜人情芝居と

津軽三味線・舞踊ショー〜
【第１部】人情芝居「お役者情話」
【第２部】唄と踊りと津軽三味線
※演目は都合により変更になる場合があります。



骨盤リンパストレッチ教室④〜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 12月15日より毎週木曜日　全10回　
12／15・22、１／12・19・26、２／２・９・16、３／２・９

※�日程・場所が変更になる場合は
HPでお知らせします。

●時　　間　13:30～14:30
●場　　所　12月・１月・２月　
　　　　　　町民体育館アリーナ・文化むら展示ホール(予定)
　　　　　　３月　文化むら展示ホール（予定）
●参 加 費　3,000円
　　　　　　参加費は教室開始日（12／15）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　11月18日（金）～12月２日（金）まで　
　　　　　　 10:00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

大　会　結　果

大泉マスターズクラブ
■M75　�60m　第１位：伊藤 晧夫　　  8秒96
■M55　�60m　第１位：斉藤 克己　　  7秒82
　　　　100m　第１位：斉藤 克己　　12秒52
　　　　走幅跳　第１位：斉藤 克己　　  5m40
■W-24�100m　第１位：山本 睦　　　13秒71
 （大会新記録、県新記録）
　　　　�400m　第１位：山本 睦　　1分5秒44 （県新記録）

第35回記念埼玉マスターズ陸上競技選手権大会
８月21日（日）　熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

■男子80歳以上シングルス　優　勝：桝井 義夫

第61回清水善造杯テニス大会 ベテランの部
９月10日（土）　清水善造メモリアルコート

大泉マスターズクラブ
■M75　��60m�第１位：伊藤 晧夫　　     8秒95 （大会新記録）
　　　　�100m�第１位：伊藤 晧夫　　   14秒29
■M60���やり投�第１位：小林 稔　　　   30m20
■M55　��60m�第１位：斉藤 克己　　     7秒98
■M35�5000m��第１位：大関 喜幸  15分36秒26
■W-24��100m�第１位：山本 睦　　　   13秒65
 （大会新記録、県新記録）
　　　　��400m�第１位：山本 睦　　   1分5秒69
 （大会新記録、県新記録）

第38回群馬マスターズ陸上競技選手権大会
９月11日（日）　正田醤油スタジアム群馬

■一般男子の部　優　勝：キングダム
■シニアの部　　優　勝：0.1t

第30回大泉町民バスケットボール大会
９月18日（日）　町民体育館

大泉マスターズクラブ
■M65�やり投　第１位：小林 稔　29m94

第23回長野マスターズ陸上競技長野市大会
10月１日（土）　長野県市民陸上競技場

優　勝：松平 安行

第28回大泉町体育協会ゴルフ大会
10月28日（金）　太田双葉カントリークラブ

■一般男子上級　優　勝：吉田 賢矢・目黒 蓮（九合）
■一般男子中級　優　勝：近 崇志・森下 大輔（ラブ＆ラブ）
■一般男子初級　優　勝：中村 優輝・酒巻 裕介（大泉JBC OB）
■一般女子上級　優　勝：手嶋 綾音・円間 涼子（チームスマッシュ）
■小学生男子４年生以下の部　優　勝：小川 碧斗・鈴木 優聖（大泉JBC）

第45回大泉町総合ダブルスバドミントン大会
10月２日（日）　町民体育館

大泉マスターズクラブ
■M80�円盤投　　  第１位：斉藤 功           17m70
　　　  ハンマー投  第１位：斉藤 功           20m99
■M75�����60m　　第１位：伊藤 晧夫　　    8秒77
 （大会新記録）
　　　����100m　　第１位：伊藤 晧夫　　  14秒37
 （大会新記録）
　　　    200m　　第１位：伊藤 晧夫　　  30秒09
 （大会新記録）
■M65���800m　　第１位：土田 勝男   2分50秒81
　　　    三段跳　　第１位：福田 登 　         9m16
　　　    やり投　　第１位：小林 稔           30m45
 （大会新記録）
■M55�����60m　　第１位：斉藤 克己          7秒96
　　　    100m　　第１位：斉藤 克己　     12秒64
　　　    走幅跳　　第１位：斉藤 克己　       5m15
■M35���800m　　第１位：大関 喜幸   2分12秒80
　　　��1500m　　第１位：大関 喜幸   4分19秒23
 （大会新記録）
　　　��3000m　　第１位：大関 喜幸   9分05秒57
 （大会新記録）
■W-24�100m　　第１位：山本 睦　　     13秒95
 （大会新記録、県新記録）
　　　����200m　　第１位：山本 睦　　     28秒77
 （大会新記録、県新記録）
　　　    400m　　第１位：山本 睦　   1分08秒47
 （大会新記録、県新記録）

第39回県民スポーツ祭・第18回群馬マスターズ クラブ対抗陸上競技大会
10月10日（月・祝）　正田醤油スタジアム群馬

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　17:00～18:00
●場　　所　スバル運動公園 テニスコート
●参 加 費　4,500円
●対　　象　 小学生　
　　　　　　☆�初めての方、ラケットをお持ちでない方で

もご参加いただけます。
●定　　員　10名

●講　　師　ヴァル�愛里（プロテニスプレーヤー・VTENNIS代表）
●申込方法　 12月１日（木）までにお電話または町民体育館

窓口にてお申し込みください。
●そ の 他　運動に適した服装でご参加ください。
　　　　　　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　

ジュニア硬式テニス教室

大泉スキークラブ・スキー＆スノーボード教室
第１回はみなかみほうだいぎスキー場で、第２回はオグナ
ほたかスキー場で開催します。各回とも、初心者から上級
者まで楽しんでいただけるよう、希望者には無料でスキー・
スノーボードレッスンを行います。家族での参加も大歓迎
です。
●日　　時　第１回　１月15日（日）
　　　　　　第２回　２月19日（日）
　　　　　　 スキー場に現地集合です。今年度はバスを運

行しません。
●場　　所　第１回　みなかみほうだいぎスキー場
 （みなかみ町）
　　　　　　第２回　オグナほたかスキー場（片品村）
●対　　象　 どなたでも参加できます。ただし、小学４年

生以下は保護者同伴

●定　　員　先着各50名（定員になり次第締切）
●参 加 費　大人・子供とも　1,000円
　　　　　　 （保険料含む。リフト代・食事代・レンタル代

は別）
●主　　催　大泉町体育協会
●申込方法　 参加費を添え、町民体育館へ
　　　　　　※電話予約は受け付けません。
●締　　切　第１回　１月８日（日）
　　　　　　第２回　２月12日（日）
●問 合 せ　大泉スキークラブ
　　　　　　会　長　岩瀬　☎0276-62-5624
 （留守電に伝言）
　　　　　　事務局　島田　☎090-1206-6814
 （18:00以降）

大泉スキークラブでは、新しいメンバーを募集しています。
初心者の方、興味のある方、どなたでも歓迎します。ス
キー･スノーボードで一歩先を行きましょう。 大泉スキークラブでは、スノースポーツを存分に楽しん

でいただけるよう、今シーズン新たに、平日スキー＆ス
ノーボードツアーを開催します。毎回いろいろなスキー
場を巡り、希望者には全日本スキー連盟公認指導員によ
る無料スキーレッスンも行います。詳細は１月号でお知
らせします。
●開催日　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
●問合せ　 大 泉 ス キ ー ク ラ ブ 会 長 岩 瀬 ☎0276-62-

5624（留守電に伝言）、または事務局 島田
☎090-1206-6814（18:00以降）まで

●練 習 日　毎週日曜日
　　　　　　（希望日だけの参加可能）
●年 会 費　3,000円（入会金不要）
●SAJ会員　3,000円（希望者のみ）
●申込・問合せ　大泉スキークラブ
　　　　　　　　会　長　岩瀬　☎0276-62-5624
　　　　　　　　　　　　　　　　（留守電に伝言）
　　　　　　　　事務局　島田　☎090-1206-6814
　　　　　　　　　　　　　　　　（18:00以降）

大泉スキークラブメンバー募集 【新規開催予告】

大泉スキークラブ・平日スキー＆スノーボードツアー

水 曜 12月７日より毎週水曜日　全４回
12／７・14・21・28

皆様こんにちは！プロテニスプレーヤー・VTENNISスクール代表　ヴァル愛里です。
基本を１から丁寧にお伝えしていきますので、初めての方でも安心してご参加いただけます。テニスだけでなく、楽しみながら将
来に向けての土台作りをしていきましょう。
『ココロとカラダを強くたくましく！』『絶対にできる！』『最後まで諦めない！』
何か１つでも自信にして笑顔になっていただけたら、嬉しいです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

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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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.２ ウインターパーティー

「武澤秀平の宮廷バロックナイト」
２月11日（土・祝）

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。古楽器による弦楽合奏で、あなたを300年前
のヨーロッパに誘（いざな）います。 （出演者の変更がありました。予めご了承ください。）

18:00開演
（17:00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
※ 小ホールでのミニ・コンサート、ロビーの飲食サービス、サイン会は中止

となる場合があります。
　ご来場前にホームページ等でご確認ください。

お　知　ら　せ

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、参加者の安
全と感染拡大防止を考慮し、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。

町民体育館・文化むら窓口にてご利用いただけます。
※�一部お支払いにはご利用いただけませんのでご了承
ください。

「第46回
 大泉町マラソン大会」中止イベントPayPay　はじめました

～2023年ニューイヤー駅伝出場に向けて～SUBARU
陸上競技部

毎年元日に群馬県で開催される新年最初のビッグイベント「第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会」“ニューイヤー駅伝”
に、地元「SUBARU陸上競技部」が昨年に引き続き出場を果たしました。奥谷亘監督からみなさんへのメッセージを
いただきましたので、ご紹介します。

前回大会では準優勝という結果でしたので、今大会は優勝をと周囲の期待は高まるのですが、現在の我々の実力
はそこを狙えるほどではないという冷静な判断のもと、まずは連続入賞（８位以内）を確実に達成し、前回大会
がまぐれでは無かったことを証明して、強豪チームの仲間入りをしたいと思っています。

日頃よりSUBARU陸上競技部に対し、多大なるご支援と
ご声援をいただきましてありがとうございます。今大会
は応援自粛では無いことを祈りつつ、是非沿道から直接
応援していただければ選手たちは頑張れると思います。
皆さんの応援が力になりますので、声は抑えつつも熱い
応援をよろしくお願いいたします。

2023年ニューイヤー駅伝に向けてチームの抱負をお聞かせください

大泉町の方々・ファンへの
メッセージをお願いします

チケット発売中

武澤秀平 瀧井レオナルド
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