
●募集人数
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●そ の 他    

（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7月26日（水）本大会会場（白水ゴルフ倶楽部）にて
行います。

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）

第32回

【採用期日】
【職　  種】
【勤 務 地】

【時 　間】

【資　  格】
【時　  給】
【待 遇 等】
【募集人員】

平成29年6月予定
窓口等（平日・土曜）
町民体育館

週２～３日勤務
　　月曜～金曜
　　土曜
　
　　　　　　　　　　のローテーション

  8:30～15:30（6時間）
9:30～16:30（6時間）

8:30～16:30（7時間）

63歳までの方（昭和29年４月２日生～）
平日昼850円、夜880円 ・ 休日昼950円、夜980円
人事交流有（勤務地変更）、 年次有給休暇　  

若干名

パートタイム職員

・履歴書右上に希望する番号①か②を記入≪複数選択可≫、写真貼付
・履歴書は返却致しませんのでご了承ください（責任をもって処理いたします）　　　　　
・当事業団では臨時職員雇用登録制度を採用しています（一定期間登録、次回選考対象と致します）
・履歴書は総務課（文化むら内・月曜休館）まで、書類選考後ご連絡をいたします
 文化むら ☎0276（63）7733（午前9時～午後5時、月曜休館）

●応募方法等

●問　合　せ

町内外問いません 平成29年５月16日～５月25日

① ②
平成29年6月予定
窓口等（夜間・休日）
町民体育館

週2～３日勤務
　　月曜～土曜
　　日曜・祝日
　
　　　　　　　　　　のローテーション

  8:15～15:15（6時間）
15:15～21:15（6時間）

16:15～21:15（5時間）

応募対象 応募期間

◆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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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

クリック

検 索文化むら

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

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　群馬県／（公財）群馬交響楽団
●共　催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●後　援　群馬県教育委員会／大泉町／大泉町教育委員会／上毛新聞社／群馬テレビ／FM GUNMA
●問合せ　群馬交響楽団 ☎027（322）4316／文化むら ☎0276（63）7733（月曜休館）
●プレイガイド　●群馬交響楽団 027（322）4944　　●大泉町文化むら 0276（63）7733
　　　　　　　●群響オンラインチケットサービス http://gunkyo.com/　　●チケットぴあ 0570（02）9999 http://t.pia.jp（Pコード：331-827）

キッズ・ダンス・フェスタ
出場チーム募集中第7回文化むら

ダンスフェスタ OVER18

中嶋彰子プロデュース  歌の力～みんなで作るオペラの世界vol.2
2017群馬交響楽団  県民コンサート

9月10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

8月6日（日）
午後3時開演（2時15分開場）

文化むら・大ホール チケット発売：5月19日（金）
発売日からチケットの電話予約ができます

中嶋彰子中嶋彰子中嶋彰子 ニルス・ムースニルス・ムースニルス・ムース

群馬交響楽団

指揮：ニルス・ムース　トスカ：中嶋彰子　カラヴァドッシ：ダリオ・シュムンク
スカルピア：町 英和　アンジェッロティ：下瀬太郎　スポレッタ：竹内篤志
コレペティトゥール：田中 建
合唱：群馬大学教育学部音楽専攻合唱団　他
合唱指導：山崎法子

指揮：ニルス・ムース　トスカ：中嶋彰子　カラヴァドッシ：ダリオ・シュムンク
スカルピア：町 英和　アンジェッロティ：下瀬太郎　スポレッタ：竹内篤志
コレペティトゥール：田中 建
合唱：群馬大学教育学部音楽専攻合唱団　他
合唱指導：山崎法子
【曲目】プッチーニ作曲　歌劇≪トスカ≫【歌の力版】　【曲目】プッチーニ作曲　歌劇≪トスカ≫【歌の力版】　※出演者・曲目等はやむをえない事情により　変更になる場合があります。

※出演者・曲目等はやむをえない事情により
　変更になる場合があります。

※未就学児の入場はご遠慮ください。※未就学児の入場はご遠慮ください。

一　　　般 3,000円
高校生以下 1,500円

全席
自由



TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店
0276-63-2622

6月の休館日
5日（月）・12日（月）・19日（月）・26日（月）

●館林女子高校マンドリン・ギター部 定期演奏会
6月10日（土）午後2時開演（1時30分開場）　
入場料：無料（全席自由）
問合せ：群馬県立館林女子高校 ☎0276（72）0139

●JALOジョイントコンサート　
6月11日（日）午後2時開演（1時30分開場）
出演団体：メンネルコール・じゃお／コール・アゼリア／
　　　　　コール・ロッホ／コール・オーラ                   
入場料：500円（全席自由）
問合せ：新井東栄 ☎0276（25）4618 

●第46回芸能展示発表会　　
式典・芸能：6月18日（日）午前10時～
［展示ホール棟］展示：6月17日（土）・18日（日）
　　　　　　　　　　 午前10時～午後5時（日曜日は午後4時まで）
　　　　　　　　　　 茶席は18日のみ、午後3時まで
入場料：無料（全席自由）
主　催：大泉町文化協会
問合せ：大泉町公民館 ☎0276（62）2330

●ピアノ発表会　
6月25日（日）午後1時30分開演（1時開場）　
入場料：無料（全席自由）                              
問合せ：おとりえ音楽教室 ☎0276（61）0753

●2017西 美友貴おんがく教室 Petit Concert vol.5 
　6月4日（日）午後1時30分開演（1時開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：西 美友貴おんがく教室 ☎0276（55）5013

●大泉MUSIC FESTIVAL「楽音」 
　アマチュアBAND５組程度出演予定。初めてステージに上がるBAND
　も数々。飲みながら、食べながら、軽い気持ちで聞いて楽しんで一緒
　に唄っていただけたら最高です。軽食・飲み物の出店あります。　　　　　　　　　
　6月25日（日）午後1時開演（0時30分開場）
　入場料：500円（全席自由）
　問合せ：☎090-1700-7380（細田）
　主　催：THE Koi Band
   協　賛：細田工房／カットハウスポップ

●アトリエセキグチ絵画展2017　　　　　　　　　　　         　
　6月2日（金）～4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：アトリエセキグチ ☎0276（62）4705

●おもしろ科学教室「まわして遊ぶキラキラボールを作ろう」 　　　　　　
　6月3日（土）午前10時～正午
　参加料：300円
　申込み・問合せ：大泉町教育委員会 生涯学習課
　　　　　　　　　☎0276（63）3111（内線306）

●月  茶会
6月3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）

大ホール

小ホール

展示ホール

茶室棟

大ホール棟研修室

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 6 月

貸出会議のご案内
６月の貸出会議（30年１月分）は
○27日（火）午後6時　○第3研修室

バンド機材説明会のご案内
６月のバンド機材説明会は

○27日（火）午後6時30分　○第3研修室

クリック

検 索文化むら

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

参加申込は締切ました。

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280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

●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30分（予定）

5月27日（土）・28日（日）

みんなで創る
参加型イベント 第10回ピアノマラソン

らく おん
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〒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

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

ほとばしる２つの個性、
　　　　　　　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

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。
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チケット発売中
チケットの電話予約ができます

贈りものにも
ぴったりの
公演チケットです

6月20日（火）

4Sports &Culture Monthly Magazine



第29回 群馬県市町村対抗ゴルフ選手権
大泉町予選会

骨盤リンパストレッチ教室Ⅱ
今、話題のリンパストレッチで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す！
リンパを流す為には、マッサージや運動、呼吸など色々な方法があります。
その正しい方法を解りやすく、骨盤ストレッチやリンパストレッチで楽しく学ぶことができます！

内容：セルフリンパマッサージ（顔・体）
　　　骨盤まわりのストレッチ
　　　リンパストレッチ

※県市町村対抗の本選は9月26日（火）開催

7月26日（水）  午前8時35分　OUTコース順次スタート
白水ゴルフ倶楽部（渋川市横堀・本選会場で行います）
定員無し
大泉町在住者
無料  ※プレー費8,330円（昼食付・キャディ無）は各自精算。
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
6月30日（金）までに町民体育館へ申込みしてください。（個人受付）
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。

●日　　時
●会　　場
●募集人数
●参加対象
●参 加 費
●主　　催
●申込方法
●そ の 他

７月６・20・27日、8月３・10・17・24・31日、
9月7・21日
（毎週木曜日 計10回）午後1時30分～2時30分
大泉町文化むら　展示ホール、小ホール
町内在住・在勤者
50人
3,000円
Ichico（イチコ）先生
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
5月18日（木）午前9時から町民体育館窓口にて受付開始
参加費を添えて町民体育館へ
町民体育館 ☎0276（63）5250
運動に適した服装を着用してください。
ヨガマットまたはバスタオルとフェイスタオルをご用意ください。

●日　　時

●場　　所
●対　　象
●募集人数
●参 加 費
●講 　 師
●主　　催
●申込方法

●問 合 せ
●そ の 他

6月23日（金）～10月27日（金）
集合午後7時30分／試合開始午後8時
南中交流センター
大泉町バレーボール協会に登録加盟のチーム
4,000円（代表者会議時に納入のこと）

●日　　時

●会　　場
●対　　象
●参 加 費

大泉町バレーボール協会
6月8日(木)まで
大泉町バレーボール協会
☎090-4188-7243（熊谷）

●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

白水ゴルフ倶楽部白水ゴルフ倶楽部白水ゴルフ倶楽部

好評を頂いて

第２弾を
開催！！

第40回大泉町ミセスバレーボールリーグ大会

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
0276-80-9311
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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

バドミントン

卓　球

次回は、他の施設をご紹介します。

※但し、バレーボール・バドミントンに関しては、大会のサブコート
　としてのみ利用可能となります。

１　面

１　面

１　面

３９０円

１５０円

１５０円

５９０円
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町民体育館 サブアリーナ料金表 ※高校生以下は半額

声
●部分使用

町民体育館のサブアリーナは、卓球
の練習に適していて最高の場と思い
ます。
スタッフの方々は親切で明るく、何
事にも率直に対応してくれて大変素
晴らしいです。
卓球のみならず他のイベントにも利
用できるものと思います。みなさんも、
窓口へ行き利用してみませんか。楽
しいですよ？

■20組
準優勝：石原勝也
■22組
準優勝：桑野征夫
■25組
準優勝：今泉紀嘉
■27組
準優勝：服部栄二

■男子25mバタフライ  55歳代
準優勝：市川昭彦　　  18秒39

（北風ファイターズ）
■男子50mバタフライ  55歳代
優　勝：市川昭彦　　  43秒08

（北風ファイターズ）
■男子50mバタフライ  40歳代
優　勝：内田清仁　　  30秒84

　大会新（ZEST）
■男子100m自由形  40歳代
優　勝：内田清仁　1分02秒64

　（ZEST）
■男子100m個人メドレー  80歳以上
優　勝：竹脇幸介　2分11秒72

大会新（野間SS高林）
■男子50m背泳ぎ  80歳以上
優　勝：竹脇幸介　　  59秒18

大会新（野間SS高林）
■男子25mバタフライ  18歳代
優　勝：西巻　瞭　　  15秒35

　（ディーズSP）
■男子50m平泳ぎ  18歳代
優　勝：西巻　瞭　　  41秒28

（ディーズSP）

■50代女子シングルス
第３位：岩崎弘美（大泉卓球クラブ）
■60代女子シングルス
優　勝：中村直子（大泉卓球クラブ）

■懇親ダブルス
優　勝：今泉紀嘉（大泉卓遊会）
■３位グループ
第３位：稲垣照子（大泉グリーンクラブ）
■4位グループ
第３位：矢島敏子（大泉卓遊会）

■小学生低学年以下形
優　勝：窪田壮真（西小）
準優勝：山田凌大龍（東小）　　
第３位：片岡蒼（北小）
　　　　小林祐翔（南小）
■小学生中学年形
優　勝：小沼豪瑠（北小）
準優勝：小林海翔（南小）　　
第３位：石川桃羽（西小）
　　　　砂川実愛（西小）
■小学生高学年形
優　勝：松沼楽久（東小）
準優勝：河田翔真（北小）
第３位：山田洸士狼（東小）
　　　　坂本晴（西小）
■中学生男子形
優　勝：山田風起爽（北中）
準優勝：屋我ケン（ニッケイ空手道）
第３位：福岡泰我（北中）
　　　　石川大翔（西中）
■中学生女子形
優　勝：島歩花（西中）
準優勝：青木紀樺（南中）
第３位：二階堂ゆかり（ニッケイ空手道）
　　　　青木菜桜（北中）
■一般男子形
優　勝：二階堂ユウジ（ニッケイ空手道）
準優勝：神谷雄一（大泉剛柔会）
第３位：福田純一（大泉剛柔会）
■小学生低学年組手
優　勝：山田凌大龍（東小）
準優勝：松沼蒼空（東小）
第３位：福田龍之介（北小）
　　　　にしべけんじ（ニッケイ空手道）
■小学生中学年男子組手
優　勝：小林海翔（南小）

■Aクラス
優　勝：村上美香　　655
準優勝：浜田裕志郎　643
第３位：鈴木久男　　639
■Bクラス
優　勝：高松保彦　　570
準優勝：菱倉義隆　　567
第３位：福田道雄　　554

■小学生男子１年  形
優　勝：窪田壮真（西小）
準優勝：福田龍之介（北小）　　
■小学生男子６年  形
優　勝：松沼楽久（東小）　　
■一般男子  形
第３位：尾上航（大泉剛柔会）
■小学生女子5年  組手
第３位：根岸美優（西小）
■一般女子　形
優　勝：清水那月（大泉剛柔会）

準優勝：馬場遥大（南小）
第３位：川上陽向（東小）
　　　　布施迅都（南小）
■小学生中学年女子組手
優　勝：砂川実愛（西小）
準優勝：石川桃羽（西小）
第３位：神谷綺美（西小）　
■小学生高学年男子組手
優　勝：松沼楽久（東小）
準優勝：山田洸士狼（東小）
第３位：齊藤慶護（北小）
　　　　河田翔真（北小）
■中学生男子組手
優　勝：屋我ケン（ニッケイ空手道）
準優勝：福岡泰我（北中）
第３位：山田風起爽（北中）
　　　　萩原祐成（大泉剛柔会）
■中学生女子組手
優　勝：青木菜桜（北中）
準優勝：青木紀樺（南中）
第３位：島歩花（西中）
　　　　二階堂ゆかり（ニッケイ空手道）
■一般組手
優　勝：二階堂ユウジ（ニッケイ空手道）
準優勝：福田純一（大泉剛柔会）
第３位：神谷雄一（大泉剛柔会）

第52回群馬県空手道選手権大会
4月22日（土）・4月23日（日）
ALSOKぐんま武道館

平成29年度
太田オープン卓球選手権大会
4月2日（日） 太田市運動公園体育館

第16回太田ラージボール卓球大会
4月9日（日） 太田市運動公園体育館

第27回大泉町空手道大会
4月16日（日）

第40回ラージボール卓球Sリーグ
3月31日（金） 館林市城沼総合体育館

第22回大泉マスターズ水泳大会
4月2日（日） ディーズスポーツプラザ

大　会　結　果

●練習日
●場　所
●問合せ

毎週火・土曜日　午後7:00～8:30
大泉西体育館（西小学校敷地内）
0276（62）6173（長谷川）

泉　武　会
部 員 募 集

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。

5月13日（土）午後2:00～3:30　剣道体験教室を開催
しますので運動のできる服装（体操着、ジャージ等）で
お越しください。
※事前申し込み不要です。

第24回大泉町町民ボウリング大会
4月16日（日） 太田パークレーン
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