
申込方法　・下記窓口に備え付けの申込用紙にご記入の上、入場券と引き換えてください。
　　　　　　　　文化むら／大泉町教育委員会（スポーツ文化振興課）／大泉町公民館／大泉町図書館
　　　　　・文化むらホームページから申込用紙をダウンロードし、メールに添付して文化むら宛てに送信してください。
　　　　　　（文化むらからの返信メールが受信できる方に限ります）
　　　　　※お申し込みの際には「１時の回」「５時の回」のいずれかをご指定ください。
　　　　　※先着順にて予定数終了次第締切となります。
　　　　　※詳しくは文化むら☎0276（63）7733またはホームページ（www.bunkamura.or.jp）にて。
◆町在住・在勤・在学以外の方には、１枚1,000円にて入場券を販売いたします。
 【６月29日(木)発売／全席自由／取扱いは文化むら窓口のみ】 

●主　催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●後　援　大泉町・大泉町教育委員会

10月21日（土）
①午後１時開演／②午後５時開演  （２回公演）

（未就学児入場不可）文化むら・小ホール

家族草子2017 in GUNMA
～森浩美の作品による新しい朗読劇の世界

家族草子2017 in GUNMA
～森浩美の作品による新しい朗読劇の世界

上演
作品

・しあわせやあ 「家族連写」収録 
・イキヌクキセキ 「家族の見える場所」収録

「家族愛あふれるストーリー…」
　　「家族について考える時間を与えてくれた」
　　　　「今の私の悩みが表現されて、涙があふれました」

【おおいずみ出身アーティスト支援事業】
か　 　 ぞく　  ぞう　 　し

　スマップの「青いイナズマ」「SHAKE」「ダイナマイト」など、ミリオンセラー作品
をはじめ実に700曲以上の作詞を手がける森浩美は、家族をテーマにした短編小説を
数多く執筆している小説家でもあります。「家族草子」とは、この短編小説をプロの
俳優・声優・アナウンサーらが演技を交えて朗読する、新しいスタイルの公演です。

大泉町発足60周年を記念し、この公演に大泉町在住・在勤・在学者を無料ご招待します。
 6月29日（木）より受付 

昨年の公演より

大泉町発足
６０周年

◆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

1Sports &Culture Monthly Magazine

vol.346

2017 
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“楽しく歌う”がモットーです！
さん    か

きらきら賛歌（コーラス）～サークル紹介～

童謡や唱歌、懐かしい歌謡曲などから季節にふさわしい曲を選んで歌っています。
7年程前に、歌好きな仲間4～5人が集まって始まりましたが、今では30名程の人数に
なりました。町内の音楽講師・長ケ部さつき先生のご指導で、難しい事は抜きにして、
とにかく元気に楽しく歌うことを目標に活動しています。歌の合間に軽い運動も入れ
て、健康づくりに励んでいます。普段会話の機会が少ない一人暮らしの人も、大きな
声でストレス発散しています。毎年11月には大泉町合唱祭にも参加しています。
ただ今会員募集中。練習は月に3回、火曜日の午後1時～3時に文化むらの練習室です。
【お問合せ】0276（62）2717（橋本）
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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271
☎0276-63-0888

蜂谷病院

下 静 のの悩みをを
解決いたします

静静下下下下・下下下 脈脈脈肢・ 肢静静静肢肢肢肢下下肢肢静静・ のののののののの悩悩悩悩悩悩悩悩悩みをみをみみみみをををみをみみみみみみみををををみみをを
決決解解解解決決決決決決決解決解決 すすますますしましまたたしたしいいいいいたたしまししいいたいいたしますますたしますすしますいた

大泉町朝日4-11-1

医療法人 徹裕会

http://www.hachiyahospital.jp/

熱中症に熱中症に
ご注意ください。ご注意ください。
調子の悪い方は調子の悪い方は
ご相談ください。ご相談ください。

熱中症に
ご注意ください。
調子の悪い方は
ご相談ください。

谷口睦美谷口睦美谷口睦美

8月27日（日）午後2時開演（1時30分開場）文化むら・大ホール
チケット発売：6月24日（土）午前9：00～

発売日からチケットの電話予約ができます
※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。

指定席：2,000円（200席限定）
自由席：（前売）1,500円 （当日）2,000円

毎年恒例となっています文化むらの合唱祭への新規参加団体を募集します。
町内を拠点に活動している合唱サークル、町内の幼稚園、中・高校、専門学校の
皆さんの参加を予定しております。美しい響きを持つ大ホールのステージで、
普段の練習の成果を発表しませんか？

曲目：『蝶々夫人』より「ある晴れた日に」　　『カルメン』より「ハバネラ」
　　　『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」　ほか
《出演》森谷真理（ソプラノ）ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場で『魔笛』夜の女王で出演。国際的な評価を得る。
　　　　谷口睦美（メゾ・ソプラノ）　眞塩　直（テノール）
　　　　上江隼人（バリトン）海外でヴェルディ・オペラの主役で絶賛を博す。ミラノ在住。
　　　　五味こずえ（ピアノ）

谷口睦美の楽しい解説でご紹介する、素敵なオペラの世界。
豪華ソリスト達による名曲の数 を々、たっぷりお楽しみください。

●申込方法　文化むら窓口にある応募用紙にご記入の上、ご提出ください。
●申込期限　6月23日（金）まで

（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）

●主　催
●問合せ

●主　催  meeting point doux+　●共　催  (公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
●問合せ  大泉町文化むら ☎0276(63)7733（月曜休館）

（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）

●主　催
●問合せ

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/

11月23日（木・祝）文化むら・大ホール

第23回 大泉町合唱祭
参加団体
募集中

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

「きらめくオペラ」Vol.1
谷口睦美プロデュース

～4人のオペラ歌手が描く感動の世界～

～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

チケット発売中
チケットの電話予約ができます



0276-63-2622

7月の休館日
3日（月）・10日（月）・18日（火）・24日（月）・31日（月）

●ソレイユコンサート　　　　　　　　　　　　　　          　　
　7月2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：ソレイユ総合音楽教室 ☎0276（45）0083     
●青少年を非行から守る推進大会
　7月4日（火）午後2時開演（1時30分開場）　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）　　　　　
　問合せ：学校教育課 ☎0276（63）3111（内線303）
●第41回まつのね会ピアノ発表会                   　　　　　　 
　7月15日（土）午後1時30分開演（1時開場）　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　問合せ：まつのね会 ☎048（549）0939（宇野）
●TANI音楽教室ピアノ発表会                                    　
　7月16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：TANI音楽教室 ☎0276（62）1244（板谷）
●Whispering With Love『愛のささやき』VOL.26　　　　　　　　　
　7月17日（月・祝）午後3時開演（2時30分開場）　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　問合せ：パッサロ ☎048（588）6982（井内）
●コンサート・ディ・フィオーレ・グランデ
　7月23日（日）午後1時開演（0時45分開場）　　　　　
　入場料：無料（全席自由）　
　問合せ：秀島音楽教室 ☎0276（48）0426
●第14回エレキ祭 チャリティーコンサート                  　　  
　7月30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：☎090-9858-0583（斉藤）

●みんなのコンサート（発表会）　　　　　　　　　　　　　　　
　7月16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：リトミックひろば とんぱ ☎0276（88）3630（金子）
●みんなで歌おうシリーズvol.3 サマーコンサート2017
　～ソプラノ齊藤千花とともに～　

　

　7月17日（月・祝）午後2時開演（1時30分開場）　　　　
　入場料：2,000円（全席自由）
　問合せ：コンサート実行委員会 ☎080-6737-4251

●第11回小鳥いい友クラブ品評会　　　　　　　　　　　　　　　　
　7月2日（日）午前11時～午後3時（予定）
　入場料：無料（ご来場の方に小鳥をプレゼント。ただし、数に限りあり）
　問合せ：小鳥いい友クラブ ☎090-4006-3827（午後8時～11時 小平）

●月  茶会
　7月1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

茶室棟

展示ホール

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 7 月

貸出会議のご案内
7月の貸出会議（30年2月分）は

○25日（火）午後6時　○第3研修室

バンド機材説明会のご案内
7月のバンド機材説明会は

○25日（火）午後6時30分　○第3研修室

　文化むら（公益財団法人大泉町スポーツ文化
振興事業団）は「エコ・カルチャー計画」を掲げ、温
室効果ガスの排出量削減に取り組んでいます。
　平成15年度から19年度の５ヶ年の高熱水関
係平均使用量を基準値とし、それから15％とい
う高い削減率を目標に設定しております。
平成28年度は全体で24.8％、104トンの排出量
削減を達成しました。
　文化むらをご利用のお客様につきましては、ご
協力ありがとうございました。

24.8％ 104トンの
CO2削減を達成しました

平成28年度実績

647,866

29,649.5

5,293

394.32

1,106.5

413

219,626.57

88,948.5

3,069.94

540.21

 929.46

958.16

達　成
削減率使　用　量

kwh

㎥

㎥

kg

kg

ℓ

合計排出量
実　績   値

温室効果ガス排出量

kg

kg

kg

kg

kg

kg

△621 kg740 kg

314,072.84 kg
    （約314トン）

20.42%

32.67%

41.03%

△9.64%

35.47%

60.13%

基　準　値

電　　　気

ガ　　　ス

上　水　道

コピー用紙

廃棄物排出

燃料（ガソリン）

814,176

 44,036

8,976

359.63

1,714.8

1,036

276,005.66

132,114

5,206.08

492.693

1,440.400

2,403.52

目   標
削減率

項     目
使　用　量

kwh

㎥

㎥

kg

kg

ℓ

合計排出量
基   準   値

温室効果ガス排出量

kg

kg

kg

kg

kg

kg

417,662.753 kg
    （約418トン）

15%

15% 24.80%

リサイクル業者への持込 持込による排出抑制量

削減量  約104トン

いま“歌声喫茶的”な参加型コンサートが全国的に静かな
ブームです。
ソプラノ齊藤千花とピアニスト多田聡子コンビにより一昨年
伊勢崎でスタートしたこのシリーズも今回で３回目。
昨年の大泉町のコンサートでは、満員のお客様の歌う懐かしい歌が、
ホールを満たしました。
テノール錦織健さんの伴奏者として日本全国を飛び回る多田さんの
ゴージャスな伴奏で懐かしい歌を一緒に歌いませんか！思い切り声
を出して歌う喜びを分かち合いましょう。後半は齊藤千花ミニコン
サート。おなじみの日本の歌や、オペラアリアなどバラエティに富
んだ名曲の数々をたっぷりお楽しみください。

3



〒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/

●主催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●後援　大泉町／大泉町教育委員会
●申込み／問合せ　文化むら ☎0276（63）7733（月曜休館）

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

文化むら・大ホール

クリック

検 索文化むら

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

●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）

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

8月6日（日）午後3時開演（2時15分開場）

各回とも午後6時開演
（5時開場）

文化むら・大ホール 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

古澤 巌古澤 巌  ヴァイオリンの夜 in 文化むら　 ヴァイオリンの夜 in 文化むら　
～第26期第26期シリーズのお知らせ～シリーズのお知らせ～

 ヴァイオリンの夜 in 文化むら　
～第26期シリーズのお知らせ～

ヴァイオリニスト・古澤巌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、豪華ゲストとの華やかなステージ。
美味しいワインやオードブルとともに堪能する、ロマンティックなひととき…

12月2日（土）「東儀秀樹ナイト」
ウインターパーティーVol.1

古澤の朋友である雅楽師・東儀秀樹を迎えての、スペシャル・ステージ。
旧知の二人が紡ぎ出す、和と洋が混ざり合う幻想的なサウンドと絶妙な
トーク。文化むらならではの、プレミアムな一夜です。

3月24日（土）「弦楽四重奏ナイト」
スプリングパーティーVol.2

人気トリオTSUKEMENのメンバーTAIRIKUが遂に文化むらに登場！
福田慎一郎(ヴァイオリン)、高木慶太(チェロ)そして古澤の４人による
「品川カルテット」の演奏を、たっぷりとお楽しみください。

先着200名

午後4時30分から小ホールで

※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

を行います
●定員

 無料のミニ・コンサート
（　　　　　）満席の場合ご入場
いただけません

8月5日（土） 午前8時30分
　　　　　　  ～10月22日（日）

〈シリーズ券〉　　　　　　（全席指定）

シリーズ券
販売期間

ビジター券
発売

 11,000円

●Vol.1 ウインターパーティー
  10月28日（土） 午前8時30分～

　●Vol.2 スプリングパーティー
  　11月30日（木） 午前8時30分～

発売日からチケットの電話予約ができます

２公演を同じ席でお楽しみ頂ける通し券を先行発売します。

※この期間を過ぎての販売は行いません

〈ビジター券〉　　　　　　（全席指定）5,500円
各公演ごとの１回券です。
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7月30日(日)・8月6日(日)・20日(日)　
予備日8月27日(日)
町民野球場、スバル運動公園、南公園、
町内中学校ほか
町内在住または在勤の勤労者が参加登録
選手総数の3分の2以上で編成したチーム
25チーム
1チーム3,000円
大泉町労働教育委員会
6月19日(月)～6月23日(金)の間に参加費を
添えて役場商工振興課または、町民体育館
にお申し込みください。
7月6日(木)午後7時より町公民館2階大
会議室で行ないます
役場　住民生活部 商工振興課 商工振興係 
島山・野口 ☎（63）3111（内線137)　

近頃、騒音やゴミに関する苦情が多く寄せられています。皆
様に快適にご利用頂くため、近隣の方々に迷惑をかけない
ように、使用をお願いします。
■音楽など
◯音楽をかける場合には、広範囲に響かないようボリュー
　ムを下げてください。
◯大声で騒いだり、大きな音は出さないでください。
■ゴミについて
◯使用後は、必ずきれいに後片付けをしてください。
◯ゴミ（空き缶・空き瓶・炭・肉・野菜等）は必ず、持ち帰ってく
　ださい。
■器物損壊について
◯看板・杭・トイレ・倉庫など設備を壊したり、燃やしたりした
　場合は、警察に被害届を提出させて頂きます。

●日　 　時

●会　 　場

●対 　　象
●募集チーム数

●参  加  費
●主　　　催
●申 込 方 法

●代表者会議
●問　合　せ

7月5日・12日・19日・26日
8月2日・9日・16日・23日 （水） 計8日間
19：00～21：00 
南公園テニスコート1.2コート
大泉町在勤・在住・在学者（高校生以上）
1名2,000円 ※スポーツ保険の加入はありません。
スポーツをするのにふさわしい服装・テニス
シューズ
硬式ラケット１名１本持参（無くても可です）
先着順 20名
大泉町テニス協会（大泉町体育協会）
6月24日（土）15：00までに参加費を添えて
町民体育館へ
大泉町体育協会テニス協会
☎090-4962-1810（対比地）  ☎（61）1190（若林）
平日の問合せは18時以降

●日　　時

●会　　場
●対　　象
●参 加 費
●服 　 装

●用　　具
●定　　員
●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第12回硬式テニス教室（水曜ナイター）

平成29年度  大泉町勤労者野球大会

7月2日(日)　午前8時受付
雨天時7月9日(日)、8月6日(日)
南公園テニスコート
町内在住・在勤・在学者
[一般の部]　男子ダブルス・女子ダブルス
[小学生の部]　男子シングルス・女子シングルス
一般の部…………1組1,500円
中学生・高校生…1組1,000円
小学生の部………1名500円
※スポーツ保険の加入はありません。
大泉町体育協会
6月24日(土) 午後3時までに参加費を添え、
町民体育館へ
大泉町体育協会テニス部
☎090-4962-1810（対比地）  ☎（61）1190（若林）
平日の問合せは18時以降

●日　　時

●場　　所
●対　　象
●種　　目

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第37回大泉町民テニス大会（硬式テニス）

7月8日（土）午前8時30分開会
スバル運動公園
町内在住者
1人　200円
大泉町体育協会
6月24日（土）までに町民体育館へ
大泉町GG協会 ☎（63）2323（町田）

●日 時
●会 場
●対 象
●参 加 費
●主 催
●申込方法
●問 合 せ

第4回大泉町民グラウンドゴルフ大会

とね運動場バーベキュー広場をご利用頂く方へ

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
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一　　　般

高　校　生

次回は、他の施設をご紹介します。

利用時間　9：00～20：30 （20：30までにトレーニングを終了）
利用できる方
① 15歳以上の健康な方かつ高校生以上の方
② 初心者講習会を受講し、登録証を発行された方
③ 初心者講習は、月2回あり、定員12名まで
④ 外国籍の方は申請書記入の際、在留カードの提示をお願い致します。

１時間　１００円

１時間　　５０円

町民体育館 トレーニング室料金表
声

■８組
準優勝：中塚猛夫（大泉グリーン）
■40組
準優勝：宮嵜とし（ろうきん大泉）

■M70　
円盤投げ　１位：齋藤功　　25m43
ハンマー投げ　２位：齋藤功　　21m88
重量５種　１位：齋藤功　　  9m66
■M65　
  60m　　２位：伊藤皓夫　　8″98
100m　　１位：伊藤皓夫　 14″35
■M60　
ハンマー投げ　２位：増尾健二　21m89
■M50　
100m　　２位：斉藤克己　 12″57
400m　　１位：斉藤克己　 61″15
走り幅跳び　１位：斉藤克己　  5m32

■小学生女子組手　
第３位：根岸美優（太田東運動クラブ）

■３ブロック
第３位：大川文子（大泉グリ－ンクラブ）

■M75　　
円盤投げ　３位：齋藤功　　24m90
ハンマー投げ　２位：齋藤功　　21m85
■M65
  60m　　１位：伊藤皓夫　　 8″60
100m　　１位：伊藤皓夫　   13″74
■M50
100m　　１位：斉藤克己　   12″26
200m　　１位：斉藤克己　   25″13
走り幅跳び　１位：斉藤克己　   5m79

■A4組
準優勝：大川文子（大泉グリ－ンクラブ）

■M75
棒高跳び　１位：佐藤守　　   1m85
円盤投げ　１位：齋藤功　　 23m17
ハンマー投げ　１位：齋藤功　 　25m80
■M60
槍投げ　　３位：増尾健二　 16m15
ハンマー投げ　３位：増尾健二　 25m88
やり投げ　１位：川島修　 　30m05
■M55
砲丸投げ　１位：小林稔　 　  7m01
円盤投げ　２位：小林稔　 　20m14 
槍投げ 　  １位：小林稔　 　33m27

優　勝：大川文子（尾島クラブ）

■シングルス　No35
準優勝：大川文子（大泉グリーン）

■中学2年生男子組手
優　勝：根岸慶人（玄武館）
■中学２年生男子形
第３位：根岸慶人（玄武館）
■小学生高学年女子組手
第３位：根岸美優（玄武館）

■ソフトテニス　男子
第３位：大泉南中
■バレーボール　女子
第３位：大泉西中
■バスケットボール　女子
準優勝：大泉西中
■卓球　団体男子
準優勝：大泉西中
■卓球　団体女子
準優勝：大泉西中
第３位：大泉南中
■陸上競技　男子
優　勝：大泉北中
■バドミントン　男子
第３位：大泉南中
■バドミントン　女子
優　勝：大泉南中

■W60 
  800m　 １位：金子静枝  3″26″26
1500m　 １位：金子静枝  7″02″80

■ミセスの部
準優勝：みやびクラブ
第３位：紅クラブ

■女子団体
第３位：大泉JBC－A
　　　　　6年：河上莉央（6年単）
　　　　　5年：大里碧依（5年単）
　　　　　　　  早野芽依（5年複）
　　　　　　　  竹尾萌々花（5年複）
　　　　　4年：須藤希望（4年複）
　　　　　　　  権田悠奈（4年複）
　　　　　3年：杉本夏鈴（4年単）

■小学2年生男子組手
第３位：小林祐翔（大泉空手アカデミー）
■小学5年生女子組手
第３位：根岸美優（太田東運動クラブ）
■小学6年生男子形
優　勝：松沼楽久（大泉空手アカデミー）

■260歳以上団体戦下位決勝トーナメント
優　勝：菱山弘司（尾島クラブ）

第17回栃木マスターズ
陸上競技選手権大会

4月30日（日） 栃木総合運動公園陸上競技場

第3回栃総体オープン
ラージボールダブルス卓球大会
5月3日（水） 栃木市総合体育館

平成29年度
古河市春季ラージボール卓球大会
5月20日（土） 古河市中央運動公園総合体育館

第33回若葉カップ全日本小学生
バドミントン大会群馬県予選
5月3日（水） 藤岡市民体育館

第36回関東ブロック
スポーツ少年団競技別交流大会
第13回群馬県予選会（空手道）
5月7日（日） ALSOKぐんまアリーナ

第34回群馬マスターズ
春季陸上競技大会

5月7日（日） 正田醤油スタジアム

第40回ラージボール卓球館林Sリーグ
3月31日（金） 館林市総合体育館

第50回茨城マスターズ陸上競技記録会
4月9日（日） 石岡市運動公園陸上競技場

第43回大泉町バレーボール大会
4月30日（日） 町民体育館

群馬県ラージボール春季交流大会
5月14日（日） 桐生市民体育館

第12回太田市空手道選手権大会
5月28日（日） 太田市藪塚本町社会体育館

第72回東毛地区中学校競技大会
5月20日(土)・21日(日)・27日(土)・28日（日）

第52回群馬県空手道選手権大会
4月23日（日） ALSOKぐんまアリーナ

第6回花満開のリーグ戦
4月27日（木） 藤岡市民体育館

大　会　結　果

（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団 会長・理事長・理事が就任しました
役　職 氏　名

飯田　健会　長
（副町長）

役　職 氏　名

（平成29年5月25日現在／五十音順）

役　職 役　職

理　事 理　事

氏　名 氏　名

川田登志雄
青木　和延

志賀　　敬

秩父　毅彦

松島　礼子
理事長
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町民体育館のトレーニング室
は、器具も充実し、料金も安く
てとても利用しやすいです。ま
た、部屋がとても清潔で、流れ
ている音楽のボリュームもちょ
うど良く、気持ちよくトレーニン
グができます。
ストレッチする場所もあり、とて
もリラックス出来るので、週３
回も通っています。
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