
◆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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お茶の楽しさを体験してください
こう  すい  かい

「広翠会（茶道）」～サークル紹介～

文化むらのお茶室にて、毎月お茶会「月 」を開催しています。
文化むらにとても良いお茶室がありますので、この施設を活用して大泉に
お茶の文化を広めていきたいと、20名ほどのメンバーで活動しながら、
今年で3年目になります。
表千家の牧田先生にご指導いただきながら、流派にこだわらない誰でも気
軽に参加できるお茶席を開催しています。
毎月第1土曜日・午後1時～3時で、お茶券500円です。（1、8月はお休み）
１回が20分程度で１日４～５回行いますので、ご都合の良い時間にお越
しください。
10月には茶室の隣の資料館・母屋を使い、無料体験会も開催します。
大人から子供まで、初心者大歓迎です。美味しいお茶とお菓子をご用意し
てお待ちしています。

●日　　時

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

●そ の 他

●問 合 せ    

子育てばかりで自分の健康が二の次になってしまっている方々
ボディバランスを整えるストレッチとダンスで、心と身体をリフレッシュしてみませんか？

9月28日、10月5・12・19・26日
毎週木曜日　計5回　午前10時30分～11時30分
町民体育館　アリーナ
町内在住・在勤
30名
3,000円　※託児料金は別途頂きません。
スターフロンティア所属　GEGE先生　
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
8月18日（金）午前9時から町民体育館にて受付開始
託児付き申込締切　9月15日（金）まで
・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、室内履き、
　フェイスタオル、補給用水分をご用意ください。
町民体育館 ☎0276（63）5250

託児
サービス付

りで自分の健康が の次にな てしま ている方々

付付
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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271
☎0276-63-0888

蜂谷病院

・下下肢肢静静脈 のの悩悩みみをを
いたします

痔痔・下肢静脈瘤・下肢静脈瘤の悩みをみを
解決解決いたしますいたします

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。

1,000円全席
自由

・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。

●主　催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団

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家族草子2017 in GUNMA
【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

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

申
込
方
法

～森浩美の作品による新しい朗読劇の世界～森浩美の作品による新しい朗読劇の世界

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
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。

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！

※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

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

 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～



●大泉町発足60周年記念
　第28回愛のチャリティー カラオケ舞踊ショー
　9月24日（日）午前10時30分開演（10時開場）
   入場料：500円（全席自由）
　問合せ：東毛歌謡愛好会 ☎0276（62）4015（梅澤）

●大泉町文化協会発足60周年記念事業
　『ハープ＆トーク　愛と優しさで人は育つ』
　アイリッシュハープ奏者「永山友美子」氏による
　　　　　　　　　　　　　　　ハープ演奏会と講演会
　9月17日（日）午後0時50分～受付開始
　　　　　　  午後1時30分開演（3時終演）
　入場料：無料（定員200名・全席自由）
　入場整理券を町公民館にて8月1日（火）～31日（木）まで
　配布します。整理券がなくなり次第、受付を終了します。
　問合せ：大泉町公民館 ☎0276（62）2330

●第22回現代水墨画 創翔会展　　　　　　　　　　　　　
　9月28日（木）～9月30日（土）
　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：墨泉会 ☎0276（46）4090（赤木）

●月  茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　9月2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

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 9 月

2月4日（日）
午後0時開演（11時開場）※終演予定午後7時

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 ☎0276(63)7733（月曜休館）

第４回 大泉町アマチュア音楽祭2018のご案内

9月の休館日
4日（月）・11日（月）・19日（火）・25日（月）

貸出会議のご案内
9月の貸出会議（30年4月分）は

○26日（火）午後6時　○第3研修室

バンド機材説明会のご案内
9月のバンド機材説明会は

○26日（火）午後6時30分　○第3研修室

前売 700円
当日 800円

全席
自由

●募集バンド数
●演奏時間
●参 加 料

●募集締切
●応募条件

●応募方法

●選出方法

10組
30分以内 
無料ですがチケットノルマがあります。
（参加１名につき前売券700円×10枚）
10月28日（土）
・アマチュアバンドで生演奏であること。
　（ソロ演奏も可／ビッグバンドでの参加は不可）
・住所や年齢は関係なく、ご応募いただけます。
・演奏内容はフォーク、ロック、ブルース、ジャズ、フュージョン
　ないしこれに類するもの。
・演奏曲目の中にメジャー曲のコピーを2曲以上入れてください。
・前回の参加者もご応募いただけます。但し新規応募者を
　優先して選考します。
★窓口またはホームページにて必ず「応募のご案内」をご確認ください。
・文化むら窓口またはホームページ上の申込用紙に必要事
　項を記入してください。
　ホームページ http://www.bunkamura.or.jp/
・実際の演奏（2曲分）を収録したDVDまたは音楽CDと、申込
　用紙を文化むら窓口にお持ちいただくか、郵送してください。
【提出先】〒370-0514 群馬県邑楽郡大泉町朝日5-24-1
　　　　　大泉町文化むら「大泉町アマチュア音楽祭2018」係 まで
大泉町アマチュア音楽祭2018
選考委員会にて選考。
（結果は郵送）

参加者
募集!

クリック

検 索文化むら

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

アマチュアバンド
の皆さん、

演奏しませんか？！
文化むら大ホールのステージで
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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
0276-80-9311TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

クリック

検 索文化むら

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

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。

●主　　催
●問 合 せ

キッズ・ダンス・フェスタ
第7回文化むら

ダンスフェスタ OVER18

第4回 文化むら
避難訓練コンサート

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

9月23日（土・祝）
午後3時開演（2時開場）
文化むら・大ホール

全席
自由

入場
無料

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）
　　　　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）
　　　　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々を、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  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～

（       ）どなたでも
入場できます

西邑楽高校吹奏楽部 定期演奏会にて実施

(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
群馬県立西邑楽高等学校
文化むら
☎0276（63）7733 管理係まで
（午前9時～午後5時まで 月曜休館）

◆主　催
◆協　力
◆問合せ

公演中に災害が発生したと想定して、お客様にも避難訓練に
ご参加いただくコンサートです。
今回は、西邑楽高等学校様のご厚意により、第30回西邑楽
高校吹奏楽部定期演奏会で実施します。
訓練終了後、再び西邑楽高校吹奏楽部による素晴らしい演
奏をお楽しみください。

4Sports &Culture Monthly Magazine



9月3日（日）午前9時開始
雨天時9月24日（日）に順延
南公園テニスコート
町内在住・在勤・在学者および平成29年度
大泉町テニス協会員
県A登録（過去県A経験含む）同士の参加は不可
協会員ペア　一般1,500円
協会員と非協会員ペア　1,750円
非協会員ペア　2,000円
※スポーツ保険の加入はありません。
大泉町体育協会テニス部
参加費を添えて8月6日（日）から8月26日（土）
午後3時までに町民体育館へ
電話：090-4962-1810（對比地）
　　　（61）1190（若林）
　　　平日の問合せは18時以降

●日　 　時

●会　 　場
●対 　　象

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第20回大泉町ミックスダブルステニス大会
（硬式テニス）

10月1日（日）午前8時受付
町民体育館
大泉町バレーボール協会が認めたチームと個人
（但し、高校生・中学生は除く）　　　　
・1チーム登録で各種別2チームの参加を認める。
・原則として、審判等ができるチームであること。
・本大会参加チームは原則として6人以上で申込
　むこと。
レディース・フリー・ブロンズ・シルバー
＊年齢基準は、平成29年10月1日現在とする
1チーム3,000円
大泉町バレーボール協会
9月3日(日)までに町民体育館へ　期日厳守
大泉町バレーボール協会　
事務局　熊谷 090-4188-7243
ソフトバレー部長　浅川 090-4925-5998

●日 時
●会 場
●対 象

●種 　 目

●参 加 費
●主 催
●申込方法
●問 合 せ

第21回
大泉町ソフトバレーボール交流大会

●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    

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。

0276-63-2622
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施　　設

会 議 室
次回は、他の施設をご紹介します。
※いずみサッカー場は、大泉町の団体で且つ試合でのみ使用できます。

７５０円
３５０円

１ 時 間
１　　回

いずみサッカー場  使用料金 ※高校生以下は半額

照　　明
全

1/2

1/3

４，４９０円
３，１１０円
２，７６０円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

■小学生男子
第３位：長谷川知輝（泉武会）
■中学生男子
第３位：髙野颯太（泉武会）
■高校一般男子（二段以下）
第３位：山田臣翔（泉武会）
■高校一般女子
準優勝：藤巻真琴（泉武会）

■形・中学生
優　勝：青木紀樺(大泉剛柔会)

■混合ダブルス
10組
優　勝：桑野征夫・櫻井美麗子（大泉ラージ）
11組
優　勝：神田勉・神田奈美枝（Ｋ２）

■混合ダブルス（140歳以上）
１,２位トーナメント
優　勝：大川文子（尾島クラブ）
■女子シングルス（70歳以上)
１位トーナメント
第３位：稲垣照子（邑楽フレンド）

■男子の部
優　勝：林中信孝
準優勝：森山恒雄
第３位：永島正道
■女子の部
優　勝：多田成子
準優勝：岩瀬よね子
第３位：筑比地美智子

２位トーナメント
準優勝：植村良子（大泉ラージ）
■女子シングルス（65歳以上)
２位トーナメント
準優勝：大川文子（尾島クラブ）
■女子シングルス（75歳以上）
１,２位トーナメント
準優勝：櫻井美麗子（大泉ラージ）
■男子シングルス（75歳以上）　
３位トーナメント
準優勝：石原勝也（大泉卓遊会）
４位トーナメント
優　勝：渡辺政和（大泉卓遊会）

第35回邑楽町剣道大会
6月25日（日） 邑楽町民体育館

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5回ミズノオープンラージボール大会
6月29日（木） 宮代町総合運動公園

第11回館林オープンラージボール卓球大会
7月1日（土） 館林城沼総合体育館

第4回大泉町民グラウンド・ゴルフ交流大会
 7月8日（土） 大泉町スバル運動公園

大　会　結　果

　大泉町代表選手は上記3名に決定いたしました。
ご健闘をお祈りいたします。
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いずみ総合公園サッカー場の魅力は、
①県内でも数少ない天然芝のグラウンド
②天候の急変や怪我人等が出た場合に退避できる管理棟が隣接している
③職員の方々による丁寧な天然芝及び施設のメンテナンス
④近隣でも有数の低料金
このように、安全な施設を、安心して利用できることに対し町及び職員の皆様には
大変感謝しております。
今後も大いに使用させて頂きます。

声

グロス入賞者区　分
ベストグロス賞（男子）
ベストグロス賞（女子）
ベストグロス賞（シニア）
ドラコン賞（アウト）
ドラコン賞（イン）
ニアピン賞（アウト）
ニアピン賞（イン）

八里　隆司
荻原由美子
備前島功雄
葉狩　孝良
小堀　光紀
平田　俊夫
岡嶋　　稔

80.0
83.0
76.0

平成29年7月6日(木) 鳳凰ゴルフ倶楽部

第32回(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団ゴルフ大会
平成29年7月26日(水) 白水ゴルフ倶楽部

第28回群馬県市町村地区対抗ゴルフ選手権大会大泉町予選会

トビ賞
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃

第 20 位
第 30 位
第 40 位
第 50 位
第 60 位
第 70 位
第 80 位
第 90 位
第100位
第110位
第120位

74.4
75.4
76.0
76.8
77.4
77.8
78.8
80.2
82.0
85.0
90.8

久保田稔郎
諏訪　輝男
伴場　武男
吉田　盛雄
山崎　純子
諏訪　純一
保坂　静夫
金田　悦明
久保田幹夫
眞井　順一
小澤　昭雄

ネット順　位 入賞者

第 １ 位

第 ２ 位

第 ３ 位

79

80

81

松本　博史

川島　正夫

秋田　保弘

グロス順　　位 入 賞 者
71.6
72.0
72.2
72.2
72.4
72.4
72.6
72.8
72.8
73.0
77.0

優 　 勝
準 優 勝
第 ３ 位
第 ４ 位
第 ５ 位
第 ６ 位
第 ７ 位
第 ８ 位
第 ９ 位
第　10　位
当日賞  第76位

ネット順　位 入賞者
松本　哲男
松森　　正
大塚　清司
荻原由美子
小堀登久生
葉狩　孝良
小野里安史
入谷　　登
齋　　雄一
米山　幸久
高野　　守
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