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体験！ 親子でチアダンス！！
大人も子どもも楽しめる、初心者向けのチアダンスレッスンです。

お気軽にご参加ください！
8月19日（土）、26日（土）午前10時～11時30分
町民体育館　アリーナ
町内年中～低学年（1，2学年）の親子
20組（40名）
親子一組2,400円（子ども1名追加400円）
群馬県チアリーディングチーム
MONSTERS、BLAZEコーチ代表　野本涼香 先生
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
7月10日（月）午前9時から町民体育館窓口にて受付開始
町民体育館　☎（63）5250
運動に適した服装・上履き（運動靴）・飲み物（スポーツに適したもの）
をご用意ください。

◆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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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）

文化むら・大ホール各回とも午後6時開演
（5時開場）

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。

大泉町発足
６０周年
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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271
☎0276-63-0888

蜂谷病院

下 静 のの悩みをを静静下下下下・下下下 脈脈脈肢・ 肢静静静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

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。

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。
 【チケット発売中／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。

昨年の公演より

大泉町発足
６０周年



チケット発売中
チケットの電話予約ができます

●生き生き元気塾・女性セミナー合同公開講座　　　　　　　　　　
　「のど自慢で振り返る戦後歌謡史」～ナツメロを聴きながら～
　8月3日（木）午後1時30分開演（1時開場）
　入場料：無料（全席自由、8月2日締切）
　申込み・問合せ：大泉町公民館内 学級事務室 ☎0276（62）2542
　　　　　　　  （平日、午前9時～午後5時）

●第3回ブラジル＆日本 音楽フェスティバル
　8月11日（金・祝）午後7時開演（6時30分開場）　
　入場料：1,000円（全席自由）
　問合せ：日伯芸術音楽協会　☎090-4001-6801（木下）

●お琴発表会                        　　　　　                  
   8月20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：サークル雅　☎0276-63-3501（水澤） 

●いしざか びんが ギター弾き語りの夕べ    　　　　　　　　　
　8月25日（金）午後6時30分開演（6時開場）
　入場料：2,000円（全席自由）
　問合せ：☎0277-51-3041（石坂）

●わくわく子育てセミナー公開講座
 「親子でリズム遊び」
　8月24日（木）午前10時～正午
　参加料：無料
　　　　　（8月21日締切、ただし託児を利用する場合は8月7日まで）
　申込み・問合せ：大泉町公民館内 学級事務室 ☎0276（62）2542
　　　　　　　　 （平日、午前9時～午後5時）

大ホール

小ホール

展示ホール

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 8 月

上江隼人上江隼人上江隼人 谷口睦美谷口睦美谷口睦美

森谷真理森谷真理森谷真理 眞塩　直眞塩　直眞塩　直

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

※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

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。

●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）

「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～

8月の休館日
7日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月）

貸出会議のご案内
8月の貸出会議（30年3月分）は

○25日（金）午後6時　○第3研修室

バンド機材説明会のご案内
8月のバンド機材説明会は

○25日（金）午後6時30分　○第3研修室
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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

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

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

出演予定団体

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
●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）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

出場チーム募集は終了しました出場チーム募集は終了しました

（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

第9回文化むら

（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）

約40チームの
キッズたちによる元気あふれる
ダンスパフォーマンスを
お楽しみください。

約30チームの
大人の魅力あふれる
ダンスをお楽しみください。

大泉町内の保育園、中学、高校、専門学校、そして一般の合唱団の皆さんによる合同演奏会です。
今回は白鷗大学足利高校富田校舎合唱部の皆さんをゲストに迎えます。

●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）

キッズ・ダンス・フェスタ
第7回

ダンスフェスタ OVER18

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

入場
無料11月23日（木・祝）午後1時30分開演（1時開場） 文化むら・大ホール

全席
自由

入場
無料

西邑楽高校芸術科音楽コース、コーラスひまわり、リアルボイス☆めっかる、大泉保育福祉専門学校、みよし保育園、キッズ・ミックス、
オペラシンガーズ・トゥッティ、コール・ロッホ、大泉混声合唱団、きらきら賛歌、大泉町立南・西・北中学校 （出演予定順）

第２3回大泉町合唱祭

4Sports &Culture Monthly Magazine



●日　　時

●会　　場

●対 象 者
●参 加 費
●主　　催

●主　　管
●構成団体

●申込方法

●そ の 他
●問 合 せ

ソフトバレーボール
（4人制）

ソ フ ト ボ ー ル

新 卓 球

グラウンド・ゴルフ

ターゲットバードゴルフ

ウ ォ ー キ ン グ

ディスゲッター 9

輪 投 げ

長 な わ 跳 び

レディース

混合フリー

スローピッチ

シングルス

個 人 戦

個 人 戦

個 人 戦

大人女子

大人男女

大人男子

大 人
（40歳以上）

大 人

大 人

自 由

自 由

自 由

自 由

町 民 体 育 館

町 民 体 育 館

と ね 運 動 場
御 正 作 公 園

町 民 体 育 館

スバル運動公園

いずみ総合公園
芝生広場

町 内

町民体育館周辺

町民体育館周辺

いずみ総合公園
ゲートボール場

チーム

チーム

チーム

個 人

個 人

個 人

個 人

個 人

個 人

チーム

要

要

要

要

要

要

要

不要

不要

不要

種　目 対　象 会　場 申込区分 事前申込

第21回 大泉町民スポーツ・レクリエーション祭
9月3日（日） 午前8時30分開会9月3日（日） 午前8時30分開会
※開会式は町民体育館玄関前で行ないます。※開会式は町民体育館玄関前で行ないます。
町民体育館及びその周辺町民体育館及びその周辺、スバル運動公園、スバル運動公園
とね運動場、御正作公園とね運動場、御正作公園
町内在住、在勤者（ウォーキングは除く）町内在住、在勤者（ウォーキングは除く）
無料（傷害保険は主催者が加入）無料（傷害保険は主催者が加入）
大泉町教育委員会、(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団、大泉町教育委員会、(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団、
大泉町体育協会大泉町体育協会
第21回大泉町民スポーツ、レクリエーション祭実行委員会第21回大泉町民スポーツ、レクリエーション祭実行委員会
大泉町バレーボール協会、大泉町バレーボール協会、大泉町ソフトボール協会大泉町ソフトボール協会、
大泉ラージ卓球クラブ、大泉町ゲートボール協会、大泉ラージ卓球クラブ、大泉町ゲートボール協会、
大泉町スポーツ推進委員大泉町スポーツ推進委員
7月18日（7月18日（火）から8月10日（木）から8月10日（木）までに町民体育館又はまでに町民体育館又は、
役場3階スポーツ文化振興課へ役場3階スポーツ文化振興課へ
※ディスゲッター９、輪投げ、長なわ跳びは、当日自由※ディスゲッター９、輪投げ、長なわ跳びは、当日自由参加参加
　とします。　とします。
雨天の場合はウォーキングを除き雨天の場合はウォーキングを除き屋内種目のみ実施。屋内種目のみ実施。
大泉町教育委員会 スポーツ文化振興課大泉町教育委員会 スポーツ文化振興課
☎（63）3111☎（63）3111（内線304）（内線304）

9月3日（日） 午前8時30分開会
※開会式は町民体育館玄関前で行ないます。
町民体育館及びその周辺、スバル運動公園
とね運動場、御正作公園
町内在住、在勤者（ウォーキングは除く）
無料（傷害保険は主催者が加入）
大泉町教育委員会、(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団、
大泉町体育協会
第21回大泉町民スポーツ、レクリエーション祭実行委員会
大泉町バレーボール協会、大泉町ソフトボール協会、
大泉ラージ卓球クラブ、大泉町ゲートボール協会、
大泉町スポーツ推進委員
7月18日（火）から8月10日（木）までに町民体育館又は、
役場3階スポーツ文化振興課へ
※ディスゲッター９、輪投げ、長なわ跳びは、当日自由参加
　とします。
雨天の場合はウォーキングを除き屋内種目のみ実施。
大泉町教育委員会 スポーツ文化振興課
☎（63）3111（内線304）

骨盤リンパストレッチ教室③
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

●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

チアリーディングチームBLAZE～サークル紹介～

私たち大泉チアリーディングチームBLAZEは、2017年1月から立ち上がった新しいチー
ムです。園児から高校生までの約30名で活動しています。練習は毎週木曜日(いずみ総合
公園体育館)と土曜日(太田市の体育館)の3時間ずつ行っています。BLAZEとは「炎・光
り輝く」という意味があり、イベントや大会で、見ている人の心を熱くできるよう、
日々本格的な練習に取り組んでいます！只今、部員を募集しております。未経験者も大
歓迎です。チアリーディングに興味のある人はぜひ一度、見学にきてみてください！
大泉チアリーディングチーム BLAZE・群馬チアリーディングチーム MONSTERS
コーチ代表 野本 涼香

※一部変更になる場合があります。

9月28日、10月5・12・19・26日、
11月2・9・16・30日、12月7日
毎週木曜日　計10回　午後1時30分～2時30分
町民体育館　アリーナ
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
7月18日(火) 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。

TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店
0276-63-2622
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施　　設

放　　送

ス コ ア

会 議 室 次回は、他の施設をご紹介します。

８３０円
１４０円
５９０円
３５０円

時　　間
時　　間
試　　合
１　　回

町民野球場  使用料金 ※高校生以下は半額

照　　明
全

2/3

1/2

９，４９０円
７，７２０円
７，１２０円

■M65
  60m　　３位：伊藤皓夫　  8″55
100m　　１位：伊藤皓夫　 13″68
200m　　３位：伊藤皓夫　 28″60
■M50
100m　　３位：斉藤克己　 12″07
200m　　３位：斉藤克己　 25″18
走り幅跳び  １位：斉藤克己　  5m70

■M75
投てき五種  １位：齋藤功　　2410点
■M65
  60m　　１位：伊藤皓夫　  8″63
100m　　３位：伊藤皓夫　  13″98
200m　　３位：伊藤皓夫　  29″11
■M60
円盤投げ　２位：増尾健二　19m86
ハンマー投げ １位：増尾健二　25m08
重量投げ　１位：増尾健二　  9m03
■M50
100m　　１位：斉藤克己　  12″27

（大会新）
200m　　２位：斉藤克己　  26″07 
走り幅跳び  １位：斉藤克己　  5m52 

シングルス
■男子Aクラス
準優勝：須藤大翔（大泉JBC）
■男子Bクラス
第３位：桒原慎（大泉JBC）

■女子Bクラス
準優勝：杉本夏鈴（大泉JBC）

■個人戦
9mの部
優　勝：髙橋清衛（ふれあい吉田）134点
第３位：石井靖夫（住吉同好会）130点
■団体戦（7m）
準優勝：土肥文江（東吹）
　　　　根本静子（東吹）
　　　　阿部キソ（東吹）
　　　　田島将（東吹）
　　　　山崎征治（東吹）

■シングルス
  7組 第３位：植村良子（大泉ラージ）
11組 準優勝：須永勇（大泉ラージ）
■ダブルス
  2組 準優勝：大川文子（尾島クラブ）
DX組 第３位：桑野征夫・櫻井美麗子
　　　　　　　　　　　（大泉ラージ）
　　　　　　 

■シングルス
６組　第３位：神田勉（K2）

（大泉ラージ卓球クラブ）
優　勝：桑野征夫・須永和子
準優勝：横山一雄・小林佐智子

■女子団体 261歳以上上位グループ 敗者戦
優　勝：櫻井美麗子・稲垣照子・植村良子

（大泉グリーンクラブ）

■M75
円盤投げ　３位：齋藤功　　24m30
ハンマー投げ １位：齋藤功　　22m25
■M65
  60m　　１位：伊藤皓夫　  8″67
100m　　２位：伊藤皓夫　 13″84
200m　　１位：伊藤皓夫　 29″53
■M55 
槍投げ　　２位：小林稔　　33m88
■M50 
100m　　１位：斉藤克己　 12″40
200m　　３位：斉藤克己　 26″37
走り幅跳び  １位：斉藤克己　  5m23

■シングルス　
B  6ランク 第３位：植村良子（大泉ラージ）
B  9ランク 優　勝：尾城勇（大泉ラージ）
C  3ランク 第３位：川崎佳克（大泉ラージ）
C  6ランク 準優勝：川端稔（大泉グリーン）
C  7ランク 第３位：神田奈美枝（大泉ラージ）
C  8ランク 優　勝：安田謙介（大泉グリーン）
C11ランク 優　勝：高溝久明（大泉ラージ）
D  5ランク 優　勝：岩瀬善孝（大泉ラージ）
　　　 　第３位：矢嶋敏子（大泉卓遊会）
D  6ランク 優　勝：宮嵜とし（ろうきん大泉）

■組手　小学生中学年　
第３位：根岸美優

第３位：新井朝之丈・栗原真理子
２位G-1：服部栄二・櫻井美麗子
３位G-1：川崎佳克・今谷まさ子
４位G-1：岩瀬陽一・木村登美子
５位G-1：岩瀬善孝・川島照子

■高校・一般男子の部 団体　
準優勝：泉武会

■混合ダブルス
15組 優　勝：桑野征夫・櫻井美麗子
　　　　　　　　　　　（大泉ラージ）

■男子シングルス
準優勝：須藤大翔（大泉JBC）
■男子ダブルス
優　勝：奥間蒼・大豆生田世成（大泉JBC）
■女子ダブルス
準優勝：河上莉央・早野芽依（大泉JBC）

■男子団体 261歳以上下位グループ
第３位：植松正・藤井伸一・安田謙介

（大泉グリーンクラブ）
■女子団体 261歳以上下位グループ
第２位：高井泉（太田ラージ）
第３位：羽吹美代子・安田敏子・本多明子

（大泉グリーンクラブ）

第18回全日本小学生ABC
バドミントン大会群馬県予選

5月27日（土） 新田エアリスアリーナ

第43回栃総体オープン
ラージボール卓球大会

6月7日（水） 栃木県県南体育館

第21回群馬県スポーツ少年団
バドミントン交流会

6月18日（日） ALSOK ぐんまアリーナ

平成29年度みどり市団体オープン
ラージボール卓球大会

6月18日（日） みどり市民体育館
（桐生大学グリーンアリーナ）

日本吹き矢連盟 Ｉｎ東京2017春季大会
5月29日（月）東京都 墨田総合体育館

第32回埼玉マスターズ陸上競技記録会
5月7日（日） 上尾運動公園陸上競技場

第18回茨城マスターズ陸上競技選手権大会
5月14日（日） 石岡市運動公園陸上競技場

第28回長野マスターズ陸上競技選手権大会
6月19日（月） 松本平広域公園陸上競技場

第20回東毛ラージリーグ
6月22日（木） 太田市運動公園市民体育館

第１回レディース空手道東毛大会
6月25日（日） 館林市城沼総合体育館

第41回懇親シニアラージ卓球Sリーグ
6月2日（金）館林市城沼総合体育館

第67回交歓ダブルス大会
 6月10日（土） 町民体育館 サブアリーナ

第34回館林市民総体剣道大会
 6月10日（土） 城沼体育館

夏季さのオープンラージボール大会
 6月16日（金） 佐野市運動公園

大　会　結　果

●日　　時
●会　　場
●対　　象
●種　　目

●参 加 費

●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

第33回大泉学生卓球選手権大会

8月6日（日）午前9時開会
町民体育館
町内在住・在学者
小学生男女シングルス
中学生男女シングルス
高校生男女シングルス　

小学生男女シングルス　300円
中学生男女シングルス　400円
高校生男女シングルス　500円
大泉卓球クラブ
7月22日（土）までに、参加費を添えて町民体育館へ
大泉卓球クラブ　中村 ☎（63）6319
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「いずみ総合公園町民野球場」の最大の魅力は、その管理状態の素晴らしさにあ
り、スタッフ方の日ごろの努力に頭が下がります。また今年はラバーフェンスを一新
され安全面などでもさらなる進化をとげています。
この素晴らしい環境および親切なスタッフのもと、なんともうれしい低料金でありま
すので、今後とも大いに利用させていただきたく思います。

声
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