
●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）

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

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

雅楽器演奏とおはなし雅楽器演奏とおはなし
東儀秀樹東儀秀樹

管弦楽管弦楽
群馬交響楽団群馬交響楽団

指　揮指　揮
円光寺雅彦円光寺雅彦

チケット発売中

令和５年度 初心者ヴァイオリン合奏教室子ども向け

希望者には期間中、無料でヴァイオリンを貸し出します（持ち帰って練習できます）。
既に楽器をお持ちの方は、持参にてご参加ください。
グループレッスンで楽器経験がなくても気軽に参加できる、小・中学生対象の教室です。
●練 習 日　４月12日（水）～
　　　　　　１年間
　　　　　　（水曜日、全44回）
　　　　　　19:00～20:30
●募集対象　新小学３年生～
　　　　　　新中学３年生
　　　　　　（１年間継続できる方）

●募集人数　25名（先着順）
　　　　　　※15名未満の場合は、実施いたしません。
●募集開始　１月28日（土）�9:00～�定員になり次第締め切り

●受 講 料　月額3,800円
　　　　　　※教材費（教本、弦、松ヤニ等）は自己負担
●申込方法　�下記のいずれかでお申込みください。
　　　　　　①Web申込フォーム
　　　　　　②�申込用紙に記入のうえ、文化むら窓口提出

またはFAX送信
●会　　場　文化むら　展示ホールまたは第３練習室
●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）
※最終日に大ホールで修了演奏会を行います。

パートタイム準職員を募集します（スポーツ施設勤務）。詳細は内面をご覧ください。パートタイム準職員を募集します（スポーツ施設勤務）。詳細は内面をご覧ください。

事業団スタッフ募集！事業団スタッフ募集！
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FreshFresh
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Vol.390

隔月刊

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５年１月10日発行
フレッシュおおいずみvol.390

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
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１

！
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。



●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組につき１部門１エントリーとなります。
　　　　　　　（複数部門可。）
●募集対象　�どなたでもエントリーできます。演奏形態は、

必ずピアノを使用したもの。ソロ・連弾・他楽
器との合奏、歌唱など。ただし、合計５名以内。

●募集組数　のべ150組
　　　　　　（応募状況により、変更する場合があります。）

●申込期間　３月12日（日）�9:00～４月４日（火）�12:00
　　　　　　※�先着順ではありません。応募多数の場合は、

大泉町在住の方を優先のうえ、抽選となります。
●演奏時間　１組５分以内500円／１組10分以内1,000円
　および料金　※どちらかお選びいただきます。
　　　　　　※時間内であれば曲数は自由。
●申込方法　Web申込フォーム
●会　　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）

名曲の調べとともに過ごす、朝のひととき。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。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」
　　　　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

1,500円全席
自由

♪プログラム♪♪プログラム♪
ラジオ体操第一（服部正）ラジオ体操第一（服部正）
名作曲家たちのメヌエッ名作曲家たちのメヌエッ
トメドレー（バッハ、ペトメドレー（バッハ、ペ
ツォールト、モーツァルト、ツォールト、モーツァルト、
ベートーヴェン、ラヴェル）ベートーヴェン、ラヴェル）

ほかほか

を開催しますピアノマラソン第15回　文化むら第15回　文化むら
世界の名器「スタインウェイD」「ベーゼンドルファーインペリアル」「チェンバロ」を、
美しい響きを持つ文化むら大ホールのステージで演奏してみませんか。
希望者には、演奏のDVD／ブルーレイの販売も行います。
※感染状況により、予定を変更する場合があります。
　ご応募前に、文化むらHP等で詳細をご確認ください。

５月27日（土）・28日（日）　9:30～18:00予定

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

洋泉興業



事業団スタッフ募集！事業団スタッフ募集！
パートタイム準職員

【募集対象】　町内外問いません
【募集期間】　令和５年１月20日～１月31日

■応募方法等　
　履歴書には写真を貼り付けてください。
　�提出は文化むら（月曜休館）まで。書類選
考後、ご連絡をいたします。
　※�履歴書は返却いたしませんのでご了承く

ださい。
　�当事業団では準職員雇用登録制度を採用し
ています（一定期間登録、次回選考対象有）。
■問合せ　
　文化むら（事業団総務課）
　☎0276-63-7733
　（9:00~17:00、月曜休館）

【採用期日】 令和５年２月下旬予定　応相談
【職　　種】 グラウンド整備
【勤 務 地】 ス ポ ー ツ 施 設

【時 間 等】 ●週３・４日勤務
　月曜～土曜　　8:30～16:30（７時間）のローテーション

【時　　給】 平日990円・�休日1,100円　経験年数に応じて昇給有
【待 遇 等】 年次有給休暇・定年有
【募集人員】 若干名

☆シニア世代の方活躍中です

月月2 3

●男女共同参画講演会
　「私が見つけた夢と路～落語界における女性噺家の挑戦～」
　�本県ご出身の落語家で、性別にとらわれることなく、
自分の夢を追い続け、古典落語を女性目線から描き直
す取り組みに挑戦している林家つる子さんを講師に迎
え、挑戦することの大切さやそのための一歩を踏み出
す勇気についてお話いただきます。

　期　日：２月12日（日）　15:00～16:30
　講　師：林家　つる子（はやしや　つるこ）氏（落語家）
　対　象：どなたでも参加できます。
　定　員：350人（定員になりしだい締め切り）
　費　用：無料
　申込方法：�多文化協働課へ電話、または町ホームペー

ジ（https://www.town.oizumi.gunma.
jp）から申し込む。

　　　　　　�なお、手話通訳、生後６ヶ月から小学校６
年生までの託児を用意しています。

　　　　　　�希望する方は２月１日（水）までにお申し込
みください。

　　　　　　当日の受付はできません。
　問合せ：大泉町役場　多文化協働課
　　　　　☎0276-63-3111（内線262）
●第39回公利連サークルフェスティバル
◆コンサート　２月19日（日）　13:00開演（12:30開場）
　入場料：無料（整理券を配布、全席自由）
　公利連加盟音楽団体によるコンサート
◆展示　２月18日（土）・19日（日）
　　　　10:00～17:00（最終日は16:00まで）
　会　場：�展示ホール棟・展示コーナー・大ホール棟展

示コーナー
　　　　　※２月19日（日）手づくりのお菓子販売があります。
　問合せ：大泉町公民館　☎0276-62-2330

休　館　日
〇２月…６日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）
〇３月…６日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）

バンド機材説明会のご案内
〇２月のバンド機材説明会は28日（火）�18:30　第１研修室
〇３月のバンド機材説明会は28日（火）�18:30　第１研修室

貸出会議のご案内
〇２月の貸出会議（５年９月分）は28日（火）�18:00　第１研修室
〇３月の貸出会議（５年10月分）は28日（火）�18:00　第１研修室

● 大ホール
●第34回大泉町児童生徒作品展
　�小中学校７校の児童生徒の個性やアイデアあふれる平
面、立体、書写の代表作品を展示します。
　�展示ホールラウンジにて、町内の保育園、認定こども園、
幼稚園の園児の作品も展示します。

　２月１日（水）～５日（日）　9:00～16:30
　入場料：無料
　問合せ：大泉町教育委員会　教育指導課
　　　　　☎0276-63-3111（内線341）

● 展示ホール

●第11回わたしが撮った～思い出の～「ユネスコ世界遺産」写真展
　�大泉ユネスコ協会では人類のかけがえのない宝物であ
る「世界遺産」を未来へ守り伝えたいとの考えから、
会員等が旅先で撮った「世界遺産」の写真展を開催い
たします。どうぞお気軽にご覧ください。
　２月２日（木）～５日（日）　9:00～17:00（最終日は16:00まで）
　入場料：無料
　問合せ：大泉ユネスコ協会　☎0276-62-2445（石井）

● 展示コーナー

「武澤秀平の宮廷バロックナイト」「武澤秀平の宮廷バロックナイト」



●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。

1月22日（日）
文化むら・大ホール

11:00開演（10:15開場）

※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

古澤 巖 ヴァイオリンの夜 in 文化むら
～第31期シリーズ～
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ウインターパーティー

「武澤秀平の宮廷バロックナイト」「武澤秀平の宮廷バロックナイト」
２２月月1111日（土・祝）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。

チケット発売中

武澤秀平 瀧井レオナルド

第８回 伝統芸能まつり
町の指定重要無形文化財である仙石ささら舞いをはじめ、
周辺地域に根付く伝統芸能を披露します。

2月４日（土）13:30開演（13:00開場）（終演予定16:00）

文化むら・大ホール 全席
自由

入場
無料

●主　催：大泉町／大泉町教育委員会
●問合せ：大泉町教育委員会生涯学習課　☎0276-63-3111（内線631）

●出演　●仙石ささら保存会（大泉町）　　　●氣樂流柔術保存会（伊勢崎市）
　　　　●休泊チンドン・クラブ（太田市）　●みまつ連（館林市）

仙石ささら舞い

入退
自由

5,500円全席
指定

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

洋泉興業



第２回 大泉スキークラブ・スキー＆スノーボード教室
●日　　時　２月26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　オグナほたかスキー場（利根郡片品村）
●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　２月19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時以降）

スキーバッジテスト
●日　　時　３月５日（日）町民体育館前駐車場　午前４時50分集合
●場　　所　ホワイトワールド尾瀬岩鞍（利根郡片品村）※都合により変更する場合があります。
●対　　象　どなたでも参加できます。（但し、１級受検は２級取得者に限る。）
●実施方法　３～５級は、講習を通して合否を判定。１・２級は、規定の種目テストにより合否を判定。
●参 加 費

●主　　催　大泉町体育協会スキー部（大泉スキークラブ）
●申込方法　受検料を添え、２月26日（日）までに、町民体育館へ（電話申込不可）
●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時以降）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級
受検料 5,000円 5,000円 4,000円 3,000円 3,000円
公認料 3,000円 2,200円 1,800円 1,300円 1,100円

合格者には、公認料と引き換えにバッジ（１・２級はバッジと合格証）を渡し
ます。
１級合格者は、全日本スキー連盟の会員登録（3,000円）が必要になります。

●開 催 日　�１月10日（火）、23日（月）、30日（月）
　　　　　　２月６日（月）、20日（月）
　　　　　　３月６日（月）、13日（月）
●場　　所　県内外のスキー場
　　　　　　（参加者にメールで事前連絡します）
●対　　象　中学生以上の方（初心者を除く）
●定　　員　先着10名／回（定員になり次第締切）
　　　　　　（最少催行人員５名／回）

●参 加 費　�2,000円／回（保険料含む。リフト代・食
事代・レンタル代は別）（当日集金）

●主　　催　大泉町体育協会スキー部（大泉スキークラブ）
●申込方法　町民体育館へ　※電話予約は受け付けません。
●締　　切　各回とも開催日前週の木曜日
●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時以降）

【新規開催】

大泉スキークラブ・平日スキー＆スノーボードツアー

●時　　間　14:00～14:30（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～～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　２月▶６日・20日　３月▶６日・20日 ※ 都合により
　変更となる場合がございます。
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　令和５年度に町スポーツ施設（町民体育館、町民野球場、いずみサッカー場を除く）並びに学校一般開放体育施設の定期的な利用を
希望する団体（現在登録している団体も含む）は、次のとおり登録を行なってください。
※令和２年度より、団体登録カードは廃止となりました。
■申請期限　３月31日（金）
■提 出 先　�町民体育館（申請書の郵送はいたしません。窓口またはHPからダウンロードしてください。）
■対　　象　�町スポーツ施設、学校体育施設を利用するすべての団体、グループ
　　　　　　�（５人以上の団体で、概ね半数以上が大泉町内在住、在勤の方で構成。）
■貸出会議　�グラウンド関係は偶数月、学校グラウンド・学校体育施設は毎月、18:00から町民体育館で貸出会議を行ないます。
　　　　　　グラウンド関係は２～３か月先、学校グラウンド・学校体育施設は２か月先の申請が出来ます。
　　　　　　　テニス等グラウンド　　　　（例：４月の貸出会議＝６月、７月利用分の申請）
　　　　　　　学校施設グラウンド・体育館（例：４月の貸出会議＝６月利用分の申請）
　　　　　　※�土・日・祝日等に当たる場合など、会議日程が変わる場合がございます。
　　　　　　　�詳細はフレッシュ３月号、窓口またはHPにて「貸出会議日程」をご確認ください。
　　　　　　※登録済の団体が貸出会議の対象となります。
■利用できるスポーツ施設
　１．町スポーツ施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２．学校一般開放体育施設

施　設　名 種　　　目【　】内はコート数 施設使用料
(１時間当り)

照明使用料
(１時間当り)

南　　公　　園
野球【１】 330円 1,450円
テニス　人工芝【２】
　　　　クレー【６】

440円
330円 240円

御�正�作�公�園 ソフトボール【１】 330円 960円
ス�バ�ル
運動公園

野�球�場 野球【２】またはソフトボール【４】 330円 960円(※１)
サッカー場 サッカー【１】またはラグビー【１】 330円 ―
テニスコート テニス　人工芝【１】 440円 240円

いずみ総合公園 ゲートボール【８】 （１面）40円(※２) ―

と�ね�運�動�場
ソフトボール【２】 330円 ―
サッカー【１】 330円 ―
グラウンドゴルフ(※３) ― ―

西　体　育　館 剣道・空手・軽スポーツ（球技を除く） ― 130円
※１．夜間照明＝ソフトボール１面のみ　※２．全体を使う場合は320円　
※３．１コース(８ホール)
※�スバル運動公園広場、御正作公園、いずみ総合公園ゲートボール場は、グラウン
ドゴルフでも利用できます。

※夜間照明は、一部施設を除き、冬季期間は使用できません。

学校名 施　設　名 照明使用料
(１時間当り)校　庭 体育館等 柔剣道場 卓球場

南中学校 ― ○ ○ ○ 校庭　　　　960円
体育館
　　　全面　380円
　　　半面　190円
柔剣道場　　130円
卓球場　　　130円

北中学校 ◎ ○ ○ ○
西中学校 ◎ ○ ○ ○
南小学校 ○ ○ ― ―
北小学校 ○ ○ ― ―
東小学校 ◎ ○ ― ―
西小学校 ○ ○ ― ―
※�◎はソフトボール用夜間照明あり（１面）北中校庭はサッカーでも
可

　サッカーは北中校庭、フットサルは北中交流センターのみ使用可

町スポーツ施設・学校一般開放体育施設

利用団体の登録は３月31日（金）まで

大　会　結　果

■小学生中学年男子組手　　　優　勝：吉澤�和寿� （大泉北小）
■小学生低・中学年女子組手　優　勝：柴田�みなみ（大泉南小）
■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・中学生女子組手　優　勝：佐々木�真白（大泉西中）
■中学生男子組手　　　　　　優　勝：小沼�豪瑠� （大泉北中）

第21回大泉町空手道組手大会
11月５日（土）　南中武卓館

■混合ダブルス上級　
優　勝：目黒�蓮・金谷�美沙輝（九合バドミントンクラブ）
■混合ダブルス初級　
優　勝：高見�吟史・篠崎�柚芽乃（ランディ・セッター）
■ファミリークラス　
優　勝：松澤�和聖・松澤�孝浩（大泉JBC）

第43回大泉町混合ダブルスバドミントンフェスティバル大会
11月27日（日）　町民体育館

■中学生男子の部　
優　勝：山本�迅・杉山�颯汰（大泉北中）
■中学生女子の部　
優　勝：川野�実鈴・鈴木�莉恋（大泉南中）

第58回大泉町民ソフトテニス大会
12月３日（土）　南公園テニスコート

■フリーの部　　　優　勝：北部フレンズH
■レディースの部　優　勝：MTC

第26回大泉町ソフトバレーボール交流大会
12月４日（日）　町民体育館

■紅　組　　優　勝：桑野�征夫・須永�和子
■白　組　　優　勝：服部�栄二・木村�登美子

第78回大泉ラージ卓球クラブ交歓ダブルス大会
12月10日（土）　町民体育館■中学生男子の部　優　勝：大泉西中

■中学生女子の部　優　勝：大泉西中
■ミセスの部　　　優　勝：紅クラブ

第37回大泉町バレーボール総合選手権大会
11月20日（日）　町民体育館／12月10日（土）　西中体育館

大泉マスターズクラブ
■M80　ハンマー投　第１位：斉藤�功　20m91
　　　　 やり投　　　第１位：斉藤�功　13m41
■M75　 60m　　　第１位：伊藤�晧夫　8秒81（大会新記録）
　　　　 100m　　　第１位：伊藤�晧夫�14秒12（大会新記録）
■M55　 60m　　　第１位：斉藤�克己　7秒90（大会新記録）
■W-25 400m　　　第１位：山本�睦�1分6秒03（大会新記録）

第３回埼玉マスターズ陸上競技秋季記録会
11月12日（土）　上尾運動公園陸上競技場

お し ら せ 令和４年度分（2022年４月１日～2023年３月31日まで）大会等出場等援助申請は、

３月10日（金）締切です。お早めのご準備をお願いします。
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