
●募集人数

●参 加 費

●主　　催

●申込方法

●そ の 他    

第32回
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団

ゴルフ大会

一般募集20組（80名） 

2,500円
※プレー費7,000円（乗用セルフ、昼食付）は各自精算。

（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団ゴルフ大会実行委員会

６月９日（金）までに町民体育館へ参加費を添えてお申込みください。
申込みは4名1組でお願いします。

市町村対抗の予選会は本大会会場（白水ゴルフ倶楽部）にて行います。
詳細は５月号にて。

７月６日（木）午前7時00分スタート
鳳凰ゴルフ倶楽部（太田市北金井町）

　平成29年度の年度始めにあたり、ご挨拶を申し上げます。日頃より町民の皆さまをはじめ、
大泉町、関係団体等の皆さまには、ご支援とご協力を賜り、心から厚くお礼を申し上げます。
　当事業団は、昭和58年あかぎ国体の開催を契機に、多くの企業と町民の賛同を得て設立致
しました公益財団法人です。この度、大泉町から平成29年度から平成31年度までの３年間、
第４期の文化むらと有料公園施設（運動施設）及び社会体育施設の管理運営を行う指定管理の指

定を受け、改めて気を引き締め、責任感、緊張感をもって取り組む所存です。
　今年度の取組みと致しまして、新規事業として「認知症予防フリフリグッパー体操」、「映画鑑賞講座」などを実
施します。また、従来の事業は情報を収集し見直しを行い、町民の皆さまのニーズにお応えしてまいります。公共
施設の運営はサービス業ですので、「笑顔、丁寧、誠実、利用者視点、迅速な対応」を接遇の軸に、「来て良かった、
また利用したい」とお客様が感じていただける様に努めます。
　国や地方の財政状況が厳しい折、経費の縮減に努めながらも、サービスの低下が無いよう十分配慮しながら、町
民やスポーツ・文化団体、企業の皆さまと協働しスポーツや文化芸術を通じて大泉町の活気力の一助となれる様に、
職員一同専心努めてまいります。
　今年度も多くの町民の皆さまのご来場・ご利用を心からお待ちしております。

公益財団法人 大泉町スポーツ文化振興事業団　
理事長  川田 登志雄　

ごあいさつ

◆町民の皆さまのスポーツ・文化の情報・写真をお寄せください。文化むら内総務課までお願いします。

スポーツと文化の情報誌 フレッシュおおいずみ
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第10回ピアノマラソン

参加申込は
締切ました。

みんなで創る
参加型イベント

毎年大好評の文化むらピアノマラソン。
土・日曜の２日間にわたり、老若男女約200組の参加者の皆さんが、
５分間の持ち時間の中で繰り広げる熱演の数々。
文化むらホールが誇る名器「スタインウェイ」と
「ベーゼンドルファー」、そして「チェンバロ」の響きを
お楽しみください。
※チェンバロ演奏は土曜日のみです。

入場無料

出場チーム募集中

おおむね高校生以下で構成された、大泉町内または近隣
市町で活動するダンスチーム
40チーム
※応募が40チームを超えた場合、大泉町内活動チームを優先後抽選
1チーム　5分以内（出入りの時間は含まず）
1チーム　6,000円
6月18日（日）まで
文化むら窓口または文化むらホームページ上の応募用紙
に記入のうえ、文化むら窓口にお持ちになるか、メール
またはファックスにてお申し込みください。
※詳しくは募集要領をご覧ください。
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
文化むら☎0276（63）7733（月曜休館）

●応募資格

●募集チーム数

●出演時間
●参 加 料
●申込期限
●申込方法

●主　　催
●問 合 せ

第9回文化むら

おおむね18歳以上で構成された、大泉町内または近隣市
町で活動する3名以上のダンスチーム
40チーム
※応募が40チームを超えた場合、同一多数ジャンルの中から大泉町
　内活動チームを優先後抽選
1チーム　5分以内（出入りの時間は含まず）
1チーム　6,000円
6月18日（日）まで
文化むら窓口または文化むらホームページ上の応募用紙
に記入のうえ、文化むら窓口にお持ちになるか、メール
またはファックスにてお申し込みください。
※詳しくは募集要領をご覧ください。
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
文化むら☎0276（63）7733（月曜休館）

普段の練習の成果を文化むらの
ステージで発表しませんか？
皆さんのパフォーマンスを
美しい照明効果で応援します。

普段の練習の成果を
文化むらのステージで
発表しませんか？
皆さんのパフォーマンスを
美しい照明効果で応援します。

●応募資格

●募集チーム数

●出演時間
●参 加 料
●申込期限
●申込方法

●主　　催
●問 合 せ

●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）

午前9時30分～午後6時（予定）

キッズ・ダンス・フェスタ
出場チーム募集中第7回

ダンスフェスタ OVER18

9月10日（日）

5月27日（土）・28日（日）

午前11時開演（10時30分開場）
文化むら・大ホール 全席

自由
入場
無料

9月3日（日）
午前11時開演（10時30分開場）
文化むら・大ホール 全席

自由
入場
無料



0276-76-5116

JAアシストホール館林

JAサポート板倉
JAアシスト西邑楽「絆」

0276-76-2929
0120-76-8989
0276-82-5888
0276-80-9311TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店
0276-63-2622

　声だけで演奏するアカペラの発表では、
見せるポイントとして体の動きも重要な要素
ですが、練習室に鏡が付いたため、歌だけで
なく動きの確認も
同時にできるよう
になり、とても
助かってい

ます。

5月の休館日
1日（月）・8日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

●館林女子高校吹奏楽部  第17回定期演奏会
5月4日（木・祝）午後2時開演（1時30分開場）　
第１部　～本校創立100周年を記念して～
　　　　セカンド・センチュリー（リード）
　　　　パントマイム（スパーク）など
第２部　ミュージカル「レ・ミゼラブル」より など
第３部　ポップスステージ
ゲスト：甘利彩花（ユーフォニアム奏者）
入場料：無料（全席自由）
問合せ：館林女子高校 ☎0276（72）0139

●太鼓日和2017（和太鼓発表会）
5月7日（日）午後1時開演（0時30分開場）    
入場料：無料（全席自由）                                      
問合せ：障がい児者和太鼓の会 どんどんクラブ
　　　　☎090-9300-6260（田渕）

●第21回 群馬県ソロコンテスト予選
　第９回 東部地区ソロコンテスト（吹奏楽）
5月13日（土）・14日（日）
開催部門：高校の部
　　　　　中学校の部
※日程の詳細は、4月下旬に東部地区吹奏楽連盟ホームページ
　にて発表予定です。
入場料：500円（全席自由）
問合せ：太田東高校 ☎0276（45）6511（伴野）

●糸魚川市大規模火災支援チャリティーコンサート
5月6日（土）午後6時開演（5時開場）　　　　　　　
入場料：1,500円（全席自由）（売り上げの一部を義援金とする）
出　演：小林進，とちおとめ， a la Quartet， Passion for Ⅰ’s
問合せ：大泉町商工会 ☎0276（62）4334

　　　　　（同）Star Frontier 担当 後藤 ☎090-8056-0374

●第89回エスポアール 小品展　　　　　　　　　　　         　
5月5日（金・祝）～7日（日）
午前10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

●月  茶会
5月6日（土）午後1時～3時                              
お茶券：500円（先着30名様まで椅子席あり）
問合せ：広翠会 ☎0276（62）4360（川島）

　今まで、文化むら練習室で鏡がある
部屋は3階の第3練習室のみでしたが、
ご利用される皆様からのご要望を受け、
このたび２階・第2練習室にも東側壁面
に鏡が設置されました。
　各種練習にてご活用いただきますよう、
お願い申し上げます。

文化むら第２練習室に
　　　　　　　鏡が付きました！

声

大ホール 小ホール

展示コーナー

茶室棟

のの文化むら 文化むら イベントスケジュールイベントスケジュール の文化むら イベントスケジュール 5 月

貸出会議のご案内
5月の貸出会議（29年12月分）は
○25日（木）午後6時　○第3研修室

バンド機材説明会のご案内
5月のバンド機材説明会は

○25日（木）午後6時30分　○第3研修室

3



クリック

検 索文化むら

http://www.bunkamura.or.jp/

クリック

検 索文化むら

http://www.bunkamura.or.jp/

●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）

●●主　催　主　催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●後　援　後　援　大泉町社会福祉協議会／大泉町老人クラブ連絡協議会大泉町社会福祉協議会／大泉町老人クラブ連絡協議会
●問合せ　問合せ　文化むら ☎0276文化むら ☎0276（6363）7733（月曜休館）7733（月曜休館）

●主　催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●後　援　大泉町社会福祉協議会／大泉町老人クラブ連絡協議会
●問合せ　文化むら ☎0276（63）7733（月曜休館）

7月9日（日）
午後2時開演（1時30分開場）

文化むら・大ホール
東儀秀樹
和の心を世界に伝える雅楽の匠

劇団 絆文化むら
大衆演劇
～人情芝居と豪華絢爛舞踊ショー～

～雅の響きへの誘い～～雅の響きへの誘い～
みやび ひび いざな

文化むらステージに出会う二つの才能、
　　　　　　　　心技の演奏に触れてください…

宮下  伸
古典の響きを現代に伝える箏曲の匠

3,000円
未就学児入場不可
前売券完売の場合当日券はありません

◆第１部・文化むら箏まほろば会
　　　　　まほろば笛の会による演奏
　　　　・宮下伸  箏曲演奏

◆第２部・東儀秀樹リサイタル

全席
自由
チケット発売：4月22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

6月20日（火）
午後2時30分開演（2時開場）

文化むら・大ホール
2,000円全席指定

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

第１部：人情喜劇「死んだり生きたり」
第２部：豪華絢爛舞踊ショー

※演目は都合により変更になる場合があります。

きずな座 

長 

錦　

蓮

錦　

蓮

座 

長 

錦　

蓮

天
童
み
つ
る

天
童
み
つ
る

天
童
み
つ
る

翼 

天
恋
天
恋

翼 

天
恋

翼 

天
丸
天
丸

翼 

天
丸

翼 

天
花
天
花

翼 

天
花

錦
た
っ
く

錦
た
っ
く

錦
た
っ
く

4Sports &Culture Monthly Magazine



●少年野球大会＆スポ少町予選（野球）　　●大泉マスターズ水泳大会　　●大泉町民ソフトテニス大会
●大泉町空手道大会　　●大泉町バレーボール大会　　●大泉町春季ソフトボール大会　　
●大泉町女子ダブルステニス大会　　●スポーツ少年団結団式
●大泉町シングルステニス大会　　●少年野球連盟交流大会　　●東毛地区中学校競技大会　　●少年野球連盟リーグ戦
●高齢者・身体障害者合同スポーツ大会
●大泉町地域公民館スローピッチソフトボール大会・ソフトバレーボール大会　　●子ども会ドッジビー大会
●大泉町ボウリング大会　　●大泉町ソフトテニスクラブ杯大会
●大泉町民バスケットボール大会　　●大泉町夏季ソフトボール大会　　●大泉町民テニス大会
●大泉町民グラウンドゴルフ大会　　●大泉町総合シングルスバドミントン大会　　●勤労者野球大会　
●大泉町サッカーフェスティバル　　●事業団ゴルフ大会
●大泉町学生卓球選手権大会　　　
●大泉町スポーツレクリエーション祭　　●大泉町ミックスダブルステニス大会
●大泉町少年剣道大会
●大泉町民体育祭　　●体育協会ゴルフ大会　　●大泉町民軟式野球大会
●大泉町バレーボール総合選手権大会　　　●大泉町ダブルスボウリング大会
●大泉町総合ダブルスバドミントン大会　　●大泉町壮年ソフトボール大会
●大泉町民卓球大会　　●コパ大泉少年サッカー大会　　●大泉町健康スポーツ吹矢大会
●大泉健康ウォーク大会　　●大泉町民バスケットボール大会中学生の部

●スポーツ少年団交流大会　　●大泉町バドミントンフェスティバル　　●大泉町マラソン大会
●少年少女駅伝町予選

●スポーツ少年団卒団記念スキー　　●大泉町ソフトバレーボール交流大会
●会長・理事長杯争奪ボウリング大会

●骨盤リンパストレッチ教室

●スポーツレクリエーション体操教室

●救急救命講習会
●市町村対抗ゴルフ選手権・町予選会
●骨盤リンパストレッチ教室

●体験！親子でチアダンス！
●健康スポーツ吹矢教室
●ふれあいボールエクササイズ
●骨盤リンパストレッチ教室
●走り方教室
●タグラグビー教室
●認知症予防フリフリグッパー体操教室
●大泉町バレーボール教室
●骨盤リンパストレッチ教室
●町民スキー教室
●町少年野球教室
●町民スキー教室

●スキーバッジテスト
●タグラグビー教室
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大　　　会　　　等月 教室・講習会等

●対 象
●問合せ

町内の３歳～小学生 ※但し、29年4月1日現在で満３歳からとする。
大泉町教育委員会 スポーツ文化振興課
☎0276（63）3111（内線304)

・出前講習会
・スポーツ指導員の紹介
・地域イベントの
　　　企画運営アドバイス…等

・チーム運営の相談
・サークル設立時のアドバイス
　　　　　　　　　　　  …等

体育館にてご相談を受け付けます。お気軽にご利用ください。

大泉西小キングスターズ(西小)
吉田西育成会ファイターズ(南小)
ジュニアライオンズ(北小)
大泉ジュニアキング(南小)
大泉イーグルス(東小)
仙石ジュニアスターズ(南小)
ウイニング(南小)
大泉たっきーず
大泉ＦＣ　ジュニア
大泉ＦＣ　Ｕ－１２
大泉スターキッズ
大泉ギガスパークス
大泉ＪＢＣ
大泉空手アカデミー
警察国際少年柔道大泉教室

野　球

バレーボール

サッカー

ミニバスケット
ボール

バドミントン
空手道
柔　道

植松　英樹
小池　周一
黒須　市郎
飯田　栄二
中尾　正一
青木　　淳
斉藤　真史
瀧川　　浩
栗原　雅隆
根岸　滋昌
柳町　和良
秋山　　暢
川上　良子
坂本　健治
女屋　敦志

種 目 チーム名 代表者

大泉町スポーツ少年団では、
スポーツが大好きな団員を募集しています。

平成29年度 スポーツカレンダー 平成29年度 スポーツカレンダー 平成29年度 スポーツカレンダー 予定予定

「OIZUMIスポーツキャラバン隊」と
「スポーツ相談室」を開設いたしました！

第29回大泉町シングルステニス大会
５月７日（日）午前９時00分試合開始（８時30分受付）
雨天時５月14日（日）に順延
南公園テニスコート
町内在住・在勤・在学者及び平成29年度大泉町テニス協会員
男女シングルス（硬式テニス）
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
　　　※スポーツ保険の加入はありません。　　　
大泉町テニス協会
申込書に参加費を添え４月29日（土）午後3時までに町民
体育館へ
大泉町テニス協会役員
若林：（61）1190・對比地：090-4962-1810
（平日の問合せは午後６時以降）

●日　　時

●場　　所
●対　　象
●種　　目
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

OIZUMIスポーツキャラバン隊 スポーツ相談室

〒370-0532 大泉町坂田4-20-22
坂田郵便局向い

http://www.morikaikei.jp
Tel.0276-63-6011 Fax.0276-63-6056

公 認 会 計 士
税 理 士
社会保険労務士
司 法 書 士

森　弘毅
森　富夫
白澤貴夫
米澤智子

森･白澤･米澤合同事務所森･白澤･米澤合同事務所

監査 ･ 税務 ･ 相 続
社会保険･労務･登記
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使用目的 単位 昼　間（1時間）
（午前９時～午後５時）

夜　間（1時間）
（午後５時～午後9時）

バレーボール

バスケットボール

バドミントン

会議室 

次回は、サブアリーナをお知らせします。

１　面

１　面

１　面

１　回

３９０円

５９０円

１５０円

 ３５０円

５９０円

８８０円

２２０円

町民体育館  アリーナ料金表

声●部分使用

　町民体育館のアリーナは、バレー
ボール大会などの多くのイベントに
適していて、非常に使いやすく、スタ
ッフの方 も々対応が丁寧で大変素
晴らしいと思います。是非みなさんも、
窓口へ行きアリーナを利用してみま
せんか？感動しますよ！

■14組
第３位：渡辺政和（大泉卓遊会）
■17組
第３位：今泉紀嘉（大泉卓遊会）

■男子
準優勝：大泉JBC  A
　　　（須藤大翔、小堀善平、糸田拓真、
　　　　麥倉豪太）

■男子上級
優　勝：不動産太陽㈲
　　　（高田晃、山田新、蕪木辰義、
　　　　早川大地）
■男子中級　
優　勝：ラブ＆ラブ　マロン
　　　（秋山拓海、青木健悟、小川晃史、
　　　　倉根亮太、田鎖広弥）
準優勝：ラブ＆ラブ　ミラー
　　　（山中庸実、近崇志、鏡飛翔、
　　　　渡辺直己、菅間悠太）
■男子初級　
優　勝：大泉クラブB
　　　（桃田健三、福島新祐、平石健、
　　　　宮崎哲男）
■女子上級　
優　勝：BIGINNER
　　　（町田彩乃、金谷志保、菊池結奈、
　　　　藤波しずく）
準優勝：テレタビーズ
　　　（笹井香織、加納渚、宮本佳織、
　　　　安野仁美、齋藤麻友、須藤詩織）
■女子初級
優　勝：大泉JBC　B
　　　（齋藤茄菜、千明楓、蓑輪綾音、
　　　　糸田菜々美、藤井真奈美）
準優勝：ランディーセッター
　　　（須永ゆみ子、久慈美由起、
　　　　石部直子、松田美裕希）　

■混合ダブルス130歳以上
８組 準優勝：須永勇・須永和子
　　　　　　　　　　　（大泉ラージ）
■男子ダブルス145歳以上
１組 準優勝：神田勉（K2）
　　　　　　 須永勇（大泉ラージ）

■10組
優　勝：高井泉（太田ラージ）
■14組
優　勝：大川文子（大泉グリーンクラブ）

（大泉ラージ卓球クラブ）
優　勝：桑野征夫・須永和子
準優勝：須永勇・川島照子
第３位：岩瀬陽一・澤田良子
2G優　勝：福山将人・神田奈美枝
3G優　勝：新井朝之丈・小林佐智子
4G優　勝：服部栄二・今谷まさ子

■５年生男子シングルス
準優勝：須藤大翔（大泉JBC）
■４年生男子シングルス
準優勝：河上悠大（大泉JBC）

■中学生女子の部
第３位：根岸あや（大泉西中）

■シングルス
  3組 準優勝：尾城勇（大泉ラージ）
  4組 優　勝：中塚猛夫（大泉グリーン）

■３年生男子
第３位：桒原慎　（大泉JBC）
■３年生女子
第３位：権田悠奈（大泉JBC）
■２年生女子
優　勝：杉本夏鈴（大泉JBC）

■ダブルス
14組
第３位：高井泉（太田ラージ）
■シングルス
44組
第３位：高井泉（太田ラージ）

  5組 準優勝：櫻井美麗子（大泉ラージ）
  6組 優　勝：服部栄二（大泉ラージ）
  6組 準優勝：稲垣照子（大泉グリーン）
14組 優　勝：安田敏子（大泉グリーン）
16組 優　勝：川島照子（大泉ラージ）
17組 準優勝：木村登美子（大泉ラージ）
■ダブルス
  1組 準優勝：桑野征夫（大泉ラージ）
  3組 準優勝：中塚猛夫（大泉グリーン）
  8組 優　勝：安田謙介（大泉グリーン）
  9組 優　勝：安田敏子（大泉グリーン）
  9組 準優勝：川島照子（大泉ラージ）
10組 準優勝：木村登美子（大泉ラージ）
12組 優　勝：小林佐智子（大泉ラージ）

■中学１年生黒帯 形の部
準優勝：根岸慶人
　　　  （おおたスポーツアカデミー）
■小学4年生女子A組手の部
第３位：根岸美優
　　　  （おおたスポーツアカデミー）

第13回間々田健二杯バドミントン大会
団体戦≪小学生の部≫

1月22日（日） 町民体育館 第1回古河市はなももペアマッチ
ラージボール卓球大会

3月4日(土) 古河市中央運動公園   
　　　　　　はなもも体育館アリーナ 

第13回間々田健二杯バドミントン大会
団体戦≪一般の部≫

1月29日（日） 町民体育館

平成28年度群馬県
ジュニア選抜バドミントン大会
3月12日（日） 新田エアリスアリーナ

第66回交歓ダブルス大会
（トーナメント戦）

3月11日（土） 町民体育館

武蔵村山市少年少女空手道大会
（チャリティートーナメント）

3月19日（日）武蔵村山総合体育館

第42回栃木総体オープン
ラージボール卓球大会
3月22日（水）県南体育館

第1回藪塚スポーツ少年団
低学年バドミントン大会

3月20日（月）太田市藪塚本町社会体育館

春季ミズノオープンラージボール卓球大会
3月3日（金） 佐野市運動公園

第19回明和町剣道大会
3月12日（日）明和町社会体育館アリーナ

春季ふれあいラージボール卓球大会
3月16日（木）館林城沼総合体育館

第38回ラージボール卓球Sリーグ
11月29日（火） 館林市城沼総合体育館

大　会　結　果

●練習日
●場　所
●問合せ

毎週土曜日  午後7：00～9：00
大泉南小学校体育館
090-9204-0300（川島）

王統流空手道 尚武館大泉

部 員 募 集

琉球古伝の首里手である王統流空手道の基本・型・約
束組手・ミット・組手・護身術・礼法等を稽古します。
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。
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