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認知症予防 フリフリグッパー体操
11月16日（木）午前10時00分～午前11時30分
町民体育館
町内在住・在勤者
30人
500円
青木昭子先生（大泉在住・ヨガインストラクター・
（公社）日本アロマ環境協会アロマテラピーアドバイザー）
(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
（福）大泉町社会福祉協議会（予定）
10月16日（月）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。
スポーツタオル（首にかけられる長さ）、水分、ヨガマットをお持ちください。

2月4日（日）
午後0時開演（11時開場）※終演予定午後7時

2018

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

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

フレッシュおおいずみ第350号の発行を記念して、古澤巌、東儀秀樹が出演するスペシャル企画「古澤巌ヴァイオリンの夜
in 文化むら Vol.１ ウインターパーティー」（12月2日公演）にペア2組、4名の
方をご招待します。大泉にお住まいの皆さん、奮ってご応募ください！
◆対　　象：大泉町在住の小学生以上の方
◆応募方法：①葉書に住所・氏名・年齢をご記入の上
　　　　　　　〒370-0514　邑楽郡大泉町朝日5-24-1　大泉町文化むら
　　　　　　　「フレッシュおおいずみプレゼント係」まで
　　　　　　②文化むらホームページの応募フォームから
◆応募締切：10月31日（火）※当日消印有効
（当選者の発表は賞品の発送をもって替えさせていただきます）

３５０号記念スペシャルプレゼント

「フリフリグッパー体操」とは、
誰でも簡単にできる体操です。

手を動かしたり、腰を少し動かしたりと、
ゆっくりと心とからだの
リフレッシュをしましょう☆

◆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

1,000円全席自由
●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】

今宵、思い出の名画を語る・・・今宵、思い出の名画を語る・・・
文化むら映画鑑賞講座

か　  ぞく　 ぞう  　し

大泉町出身の作曲家・森浩美が執筆した短編小説を、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、心暖まる家族愛の世界。

あの名画、この名画、思い出のあのシーンについて語り合える
サロンのような講座はいかがですか？
高崎映画祭のプロデューサーでNPO法人たかさきコミュニティ
シネマの代表・志尾睦子が、名画の世界をナビゲートします。

町発足60周年を記念して、この公演に大泉町在住、在勤、在学の方を
無料ご招待！ 詳しくは文化むらホームページをご覧ください。

～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

●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
12月2日（土）「東儀秀樹ナイト」

ウインターパーティー

★第一夜 ローマの休日 ～わが心のオードリー～
★第二夜 チャップリンとキートン ～サイレント喜劇の黄金時代～
★第三夜 世界のクロサワ ～日本映画を世界に知らしめた男～
★第四夜 荒野の七人 ～キング・オブ・クール/マックイーンの世界～
★第五夜 志尾さんのお薦め作品を観てみよう！ 
★第六夜 まだまだ尽きない、映画のはなし…

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

10月22日（日）まで販売します。

12月12日、19日、26日、1月16日、23日、30日
全６回／全て火曜日　午後７時～８時30分
大泉町文化むら・研修室
●参 加 料　2,000円（全６回分）
●対　　象　どなたでも
●定　　員　20名（最少催行人数10名）
●募集開始　10月20日(金)～
※先着順／定員になり次第締切り

〈シリーズ券〉　　　　　　（全席指定）

シリーズ券
発売中

ビジター券
発売日

 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。

〈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

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～

※１時の回は完売となりました。

※状況によりテーマを変更する場合もあります。

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  （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  （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）

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

第２3回大泉町合唱祭



〒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

●北中学校　合唱コンクール　　　　　　　　　　　　　　　　    
　11月1日（水）午前9時10分開演（9時開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：大泉町立北中学校 ☎0276-62-2059
●南中学校　合唱コンクール　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　11月2日（木）午前9時10分開演（9時開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：大泉町立南中学校 ☎0276-62-2053
●町ぐるみ人権教育推進大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　11月15日（水）午後1時30分開会（1時10分開場） 
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：大泉町役場 生涯学習課 ☎0276-63-3111（内線305）
●みよし第二幼稚園　生活発表会    　　　　　　　　　　　　　　
　11月25日（土）午前9時30分開演（9時15分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：みよし第二幼稚園 ☎0276-63-1621
●みよし幼稚園　生活発表会    　　　　　　　　　　　　　　　　　
　11月26日（日）午前10時（9時45分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：みよし幼稚園 ☎0276-62-3935

大ホール

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 11月

11月の休館日
6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）

●お知らせ  資料館・茶室棟にて開催の「月 茶会」は都合により、11月は開催しません。

貸出会議のご案内
11月の貸出会議（30年6月分）は
○28日（火）午後6時　○第3研修室

バンド機材説明会のご案内
11月のバンド機材説明会は

○28日（火）午後6時30分　○第3研修室

●日　時　11月５日（日） ※雨天決行 荒天中止
　　　　　午前10時～午後3時30分
●会　場　文化むらロータリー周辺
●内　容　参加業者による商品・製造品の展示販売
　　　　　スタンプラリー抽選会・ステージ
●主　催　大泉町商工会
●問合せ　大泉町商工会 ☎0276-62-4334
　　　　 （平日の午前8時30分から午後5時15分）

●日　時　11月４日（土）午後  1時～午後5時
　　　　　11月５日（日）午前10時～午後3時30分
●会　場　展示ホール
●入場料　無料
●主　催　大泉町商工会
●問合せ　大泉町商工会 ☎0276-62-4334
　　　　 （平日の午前8時30分から午後5時15分）

第21回産業フェスティバル第21回産業フェスティバル大泉町発足
60周年記念  ～町内製造品を愛用し、お買い物やお食事は

　　　　　　　 町内のお店をご利用ください！～

同時開催 　【大泉町商工会「会員事業所ＰＲ展示会」】

作品展示　11日（土）午前10時～午後5時
　　　　　12日（日）午前10時～午後4時
芸能発表　11日（土）午前10時～午後1時15分頃
模 擬 店　11日（土）午前10時～
　　　　　12日（日）午前10時～
　　　　　なお、模擬店は、売り切れしだい終了になります。
会　　場　文化むら（展示ホール棟、大ホール棟）
入 場 料　無料
問 合 せ　大泉町公民館 ☎0276-62-2330
※内容・時間等は、都合により変更する場合があります。

第45回公民館まつり第45回公民館まつり

大泉町発足60周年記念
保健福祉まつり講演会
大泉町発足60周年記念
保健福祉まつり講演会

「見守る介護」～自分を責めずに頑張りすぎない介護～
講師：秋川リサさん（女優・タレント）

11月12日（日）
午後2時開演
（1時30分開場）
入場料　前売2,000円　当日2,500円
　　　　全席自由（未就学児は入場できません）

入場料 無料（全席自由）
　　　  10月25日（水）から文化むら、国保介護課（保健福祉
　　　  総合センター内）にて入場整理券を配布します。
※手話通訳がつきます。
※託児サービスを行います。希望の方は11月10日（金）まで
　に国保介護課へお申し込みください。
問合せ：大泉町保健福祉総合センター 国保介護課
　　　　☎0276-55-2632  

三遊亭好楽 ヒロシ

「お笑いライブ」
特別企画

11月18日（土）午後2時開演（1時30分開場）
文化むら・小ホール

大泉町発足
60周年記念

3



TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店
0276-63-2622

0276-76-2929

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」

葬　祭　課

0276-76-2929
0120-76-8989
0276-82-5888
0276-80-9311

チケット発売：10月14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

シ　エ　ル

C i e l

第8回 文化むら
カラオケ選手権大会

親子の参加も大歓迎！ みんなでハモりまくり！

アカペラ体験講座

2月25日（日）午後1時30分開演（1時開場）

2018

文化むら・大ホール

(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
大泉町地域活動連絡協議会
文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

●主　催

●問合せ

審査委員長 徳久広司

●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)

【予選参加要領】
・予選参加募集期間：10月11日（水）～12月1日（金）
・応募用紙に記入の上、予選用デモテープ（応募者本人が歌っ
　た曲を録音したカセットテープ、CD）と歌詞カードに予選参加
　費1,000円を添えて文化むら窓口にご提出ください。
※録音した物には応募者名と曲名を必ず明記してください。
※応募用紙は文化むら窓口でお受け取りいただくか、文化むらホー
　ムページからダウンロードしてください。
※ご提出いただいたテープ類は、返却できませんのでご了承ください。
・応募状況に応じて、大泉在住者枠を設けます。
・応募資格：住所や年齢など関係なくご応募いただけますが、歌
　手や歌唱指導を職業とされている方はご応募いただけません。
・審査結果は12月21日（木）頃に発送する予定です。
【予選に合格した場合】
・本選参加料は10,000円です。（本選の入場券10枚をお渡しします）
・カラオケは主催者が用意する通信カラオケを使用します。　
　参加者は本選前日のリハーサルにご参加いただき、キーコン
　トロールの調整等を行っていただきます。
その他、ご応募についての詳細は、文化むら窓口備え付けの応
募用紙をご覧いただくか、文化むらホームページにてご確認く
ださい。

代表作 新沼謙治「ヘッドライト」、
門倉有希「ノラ」を作曲した徳久広
司氏［歌手･作曲家］を審査員に迎
えます。
あなたも文化むら大ホールで、自慢
ののどを披露してみませんか？
予選（テープ審査）
合格者25名が競う
選手権大会です。

クリック

検 索文化むら

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

大泉町発足
６０周年

1,000円全席自由 （高校生以下無料）

11月1414日（日）日（日）
20182018

文化むら・大ホール文化むら・大ホール
1月14日（日）午前11時開演（10時30分開場）

※チケット完売の場合、
　当日券はありません。
※公演内容等は出演者の
　都合等により変更にな
　る場合があります。

2018

文化むら・大ホール
一般 1,200円　中学生以下 800円
親子ペア 1,800円

全席
自由 （3歳未満は膝抱きであれば入場無料）

ニューイヤー・
ファミリーコンサート

ピアノ石川陽亮、ヴァイオリン浅沼杏花の２人が、ピアノ石川陽亮、ヴァイオリン浅沼杏花の２人が、
クラシックやアニメソング、童謡など名曲の数々を、クラシックやアニメソング、童謡など名曲の数々を、
タップダンス、パントマイム、腹話術、ボイスパーカタップダンス、パントマイム、腹話術、ボイスパーカ
ッションといった様々なパフォーマンスとともに演ッションといった様々なパフォーマンスとともに演
奏する、バツグンに楽しいコンサート。奏する、バツグンに楽しいコンサート。
前回はチケット完前回はチケット完売！売！お早目にお求めくださお早目にお求めください！い！

ピアノ石川陽亮、ヴァイオリン浅沼杏花の２人が、
クラシックやアニメソング、童謡など名曲の数々を、
タップダンス、パントマイム、腹話術、ボイスパーカ
ッションといった様々なパフォーマンスとともに演
奏する、バツグンに楽しいコンサート。
前回はチケット完売！お早目にお求めください！

“歌うの大好き！”というあなた、
声だけのバンド「アカペラ」でヒット曲の数々をハモりまくろう！
ハモネプリーグ全国大会出場ユニットが、わかりやすく指導します。

特別出演：志村和音（ピアノ）

平成30年 １月14日／21日／28日、２月４日／18日／
25日、３月４日／11日（全８回／日曜日）
各回とも午後７時～９時
文化むら・第3練習室
毎回参加可能な小学校５年生以上の方
25人（最少催行人数10人）
全８回分　3,000円
沼田真由美、沼田洋治（アカペラユニットN.Fam 所属）
※ハモネプリーグ2015全国大会出場
「打上花火」「スタンド・バイ・ミー」「Ｒａｉｎ」ほか
※応募者の状況により調整します
文化むらホームページにある申込用紙にご記入いただき
電子メールまたはファックスにて送信いただくか、直接
文化むら窓口にて申込み。
12月17日（日）
（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）

●日 程

●場 　 所
●対　　象
●募集定員
●受 講 料
●講　　師

●練 習 曲

●応募方法

●募集締切
●主　　催
●問 合 せ

※公演時間約60分
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11月12日（日）午前9時開会
町民体育館
町内在住・在勤者・在学者
１ 中学生男子シングルス　  ２ 中学生女子シングルス
３ 一般男子シングルス　　  ４ 一般女子シングルス　
５ シニア(35歳以上)男子シングルス
６ 40歳以上女子シングルス
７ 一般男子ダブルス　　　  ８ 一般女子ダブルス　
９ ラージ男子シングルス　 10 ラージ女子シングルス
中学生男女シングルス　500円
男女シングルス　　　　700円
男女ダブルス　　　　　1000円（中学生500円）
ラージ男女シングルス　700円
大泉町体育協会
参加費を添え、10月22日（日）までに町民体育館へ
郵送の場合、「町民卓球大会」申込書在中と記入
大泉卓球クラブ 部長 中村直子 ☎63-6319

●日 時
●会 場
●対 象
●種　　目

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第52回大泉町民卓球大会

骨盤リンパストレッチ教室④

第24回大泉健康ウォーク大会

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

12月21日、1月11・18日、2月1・8・15、
3月1・8・15・22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
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
10月19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。

今年もウォークは文化むらにて保健福祉まつりをお楽しみいただきます。
●日　　時
●会　　場
●対　　象
●コ ー ス

●参 加 費
●参 加 賞
●主　　催
●申込方法
●問 合 せ
●そ の 他    

11月19日（日）（雨天決行）午前９時開会 開会式終了後スタート
町民体育館玄関前集合
健康な方ならどなたでも参加できます。但し、小学生以下は保護者または引率者の同伴が必要です。
◎健脚コース（10㎞）
　町民体育館―いずみ緑道―分水掘緑道―龍泉院―城之内公園―小泉・社日神社－旧街道―
　いずみの杜―文化むら（昼食・休憩・見学／１時間半）―いずみ緑道―町民体育館
◎ファミリーコース（６㎞）団体歩行
　町民体育館―いずみ緑道―文化むら（休憩・見学／１時間半）―いずみ緑道―町民体育館
1人700円・小学生以下100円（傷害保険含む）
大会記念バッジ 
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団／大泉ウォーキング協会／群馬県ウォーキング協会
参加費を添え10月22日（日）までに町民体育館へ ※当日参加も可。但し、参加賞（記念バッジ等）を配布できない場合があります。
町民体育館 ☎0276-63-5250
・弁当・雨具・ゴミ袋を持参してください。

・車でお越しの方はパナソニック㈱正門前No.3駐車場をご利用ください。

カメラ・ゲームソフト券etc
が当たる！ 

10月28日は  町民体育館  アリーナ等の利用が無料になります。
群 馬 県 民 の 日群 馬 県 民 の 日群 馬 県 民 の 日

※但し、事前の予約は出来ません。詳しくは町民体育館（☎0276-63-5250）までお問い合わせください。

第29回群馬県市町村対抗ゴルフ選手権  結果
白水ゴルフ倶楽部　9月26日　

■Aクラス
17位：川島 正夫 　松本 博史 　秋田 保弘 　241
■個人
第３位タイ：松本 博史　72
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施　　設

照　　明

次回は、他の施設をご紹介します。

1時間

1時間

320円

1,420円

南公園野球場　使用料金 ※高校生以下は半額 声

「南公園野球場」は、他の球場に比べても水捌けがよく、雨天
後にもぬかるまずに状態が良いです。また、緑に囲まれてい
るため、ボールが見やすくプレーしやすい事も魅力です。芝
もよく管理されているので、使いやすいです。

■M70
伊藤皓夫　  60m　　１位　  8″75

（大会新）　 
　　　　　100m　　１位　14″06
　　　　　200m　　１位　30″05
■M55 
小林　稔　円盤投げ　１位　22m15
　　　　　槍投げ　　１位　34m43

■M75
佐藤　守　棒高跳び　１位     1m80
齋藤　功　円盤投げ　２位　23m14
            　ハンマー投げ　１位　26m53

（県新）
■M65
増尾健二　円盤投げ　３位　23m98
            　ハンマー投げ　１位　26m43
　　　　　槍投げ　　３位　20m62
■M60
小林　稔　砲丸投げ　３位　  7m71
　　　　　槍投げ　　１位　34m74

　　　　　　

■M65
伊藤皓夫　  60m　　１位　  8″61
　　　　　100m　　３位　13″89
               200m　　２位　29″32

■女子シングルス・ゴールド
優　勝：植村良子（大泉グリーン）

■男子ダブルス９組
第３位：神田勉（K2）
　　　　須永勇（大泉ラージ）

■シングルス
６年男子
優　勝：須藤大翔（大泉JBC）
４年女子
準優勝：杉本夏鈴（大泉JBC）
■ダブルス
６年男子
準優勝：奥間蒼（大泉JBC）
　　　  大豆生田世成（大泉JBC）
６年女子
優　勝：河上莉央（大泉JBC）
　　　　竹尾萌々花（大泉JBC）
５年女子
第３位：早野芽依（大泉JBC）
　　　　大里碧依（大泉JBC）
４年女子
優　勝：須藤希望（大泉JBC）
　　　　権田悠奈（大泉JBC）

■ベテラン男子
準優勝：片野明利（邑楽クラブ）
■一般女子
優　勝：岩﨑弘美（大泉卓球クラブ）
準優勝：亀井めぐみ（大泉卓球クラブ）
■シニア女子
優　勝：中村直子（大泉卓球クラブ）
●群民オープン卓球大会
■オープン女子
優　勝：本多明子（グリーンクラブ）
第３位：小島照子（大泉卓球クラブ）

■シングル
  4組　 第３位：神田勉（K2）
28組　 準優勝：神田奈美枝（K2）
27組　 準優勝：高井泉（太田ラージ）
■ダブルス
  5組　 優　勝：大川文子（尾島クラブ）
■ダブルス（混合）
17組　 優　勝：高井泉（太田ラージ）

■少年男子個人形  小学生高学年の部
優　勝：松沼楽久（大泉剛柔会）
■少年女子個人形  中学生の部　
準優勝：島歩花（大泉剛柔会）
第３位：青木紀樺（大泉剛柔会）

■トーナメント戦
優　勝：須永勇・小林佐智子
準優勝：千吉良知司・植村良子
第３位：川崎佳克・設楽千代子
２位G－１：服部栄二・栗原真理子
３位G－１：横山一雄・木村登美子
４位G－１：服部守司・櫻井美麗子
５位G－１：桑野征夫・今谷まさ子

■M70 
伊藤皓夫　  60m　　２位　  8″59

（大会新）
　　　　　100m　　２位　13″82

（大会新）
　　　　　200m　　２位　29″25

（大会新）
■M60
小林　稔　やり投げ　１位　33m45
　　　　　円盤投げ　１位　27m01

■中学生男子
第３位：長谷川拓海（泉武会）

●県民卓球大会　邑楽郡予選会
■一般男子
優　勝：高野瑞希（つつじクラブ）

平成29年度県民大会 邑楽郡予選会
兼郡民オープン卓球大会

9月10日（日） 邑楽町民体育館

平成29年度全国オープン
榛名新卓球フェスティバル in 前橋
8月30日（水）ヤマト市民体育館前橋

第44回栃総体オープン
ラージボール卓球大会

9月13日（水） 栃木県県南体育館
第26回全国小学生選手権大会 群馬県予選
9月2日（土） 太田市運動公園市民体育館

第26回福島マスターズ陸上競技選手権大会
8月6日（日） 福島市信夫ヶ陸上競技場

大泉町発足60周年記念  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） 町民体育館ほか

2017秋季さのオープンラージボール大会
9月1日（金） 佐野市運動公園

第27回栃木マスターズ陸上競技記録会
9月10日（日） 栃木運動公園陸上競技場

平成29年度群馬県空手道錬成大会
9月24日（日） ぐんま武道館第28回大泉町少年剣道大会

9月10日（日） 町民体育館

第68回交歓ダブルス大会
9月9日（土） 町民体育館 大泉ラージ卓球クラブ

第35回群馬マスターズ陸上競技選手権大会
8月27日（日） 正田醤油スタジアム群馬

第30回埼玉マスターズ陸上競技選手権大会
8月27日（日） 上尾陸上競技場

大　会　結　果
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■ソフトバレーボール

優　勝
準優勝

みなみ
スマイル

１組(レディース)
パレットL
77

２組(レディース)

■新卓球

優　勝
準優勝

男子69歳以下
中塚　猛夫
瀬野　伸隆

男子70歳以上
桑野　征夫
須永　　勇

女子69歳以下
植村　良子
安田　敏子

女子70歳以上
櫻井美麗子
鈴木　方子

優　勝
準優勝

ATHENA‐H‐
ATHENA‐M‐

１組(混合フリー)
ATHENA‐S‐
北部フレンズK

２組(混合フリー)
シンガリ  ムー
バボちゃんず

３組(混合フリー) ヒーローズ
野獣

西部ドリームフレンズ

■スローピッチ・ソフトボール
優　勝
準優勝
第３位

宮沢　　宏
茂木　栄司
岩瀬　博保

■ターゲット･バードゴルフ
優　勝
準優勝
第３位

■グラウンド・ゴルフ

優　勝
準優勝
第３位 ■ウォーキング

参加者　　　27名
■ディスクゲッター９
参加者　　　82名

■輪投げ
参加者　　  110名

■長なわ跳び
参加者　　　60名

男子の部
古川　　薫
遠藤　武志
清水　俊光

女子の部
久保田ヒデ
島　みき

岩瀬　光子

12月10日（日）開会式 午前9時（小雨決行）荒天時中止
パナソニック周辺コース
パナソニック正門内テクノゲート付近（大泉町坂田1-1-1）
①1.5㎞  ジョギングの部（就学前の幼児は保護者同伴）
②3㎞  小学生女子の部（小学3・4・5・6年生）
③3㎞  小学生男子の部（小学3・4・5・6年生） 
④3㎞  中学生女子の部　　⑤3㎞  中学生男子の部
⑥5㎞  一般女子の部　　　⑦5㎞  39才以下男子の部
⑧5㎞  40才代男子の部　  ⑨5㎞  50才代男子の部
⑩5㎞  60才代男子の部　　　

●日 時
●コ ー ス
●集合場所
●種 　 目

第41回大泉町マラソン大会
町内外どなたでも参加可能
＊中学生以下は保護者の同意を必要とする 
【ジョギング】 一般  600円／中学生以下  200円　
【競技】 高校・一般  700円／中学生以下  300円
大泉町・大泉町体育協会
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
10月17日(火)～11月17日（金）までに参加費を添え町民体育館へ
＊期限厳守／大会当日は申込出来ません
体育協会・（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
☎0276-63-5250（小林）9：00～18：00

●対　　象

●参 加 費

●主　　催

●申込方法

●問 合 せ
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