
ごあいさつ 公益財団法人 大泉町スポーツ文化振興事業団
理事長 川田 登志雄

　新年あけましておめでとうございます。
皆さま方におかれましては、健やかなる新春をお迎えになられていることと、心からお慶び申し上げます。
　日頃より町民の皆さまをはじめ、大泉町、関係団体等の皆さまには、ご支援とご協力を賜り、心から厚くお礼を申し上
げます。

　昨年を振り返りますと、大泉町発足60周年記念として、スポーツ関係では第41回大泉町マラソン大会、文化関係では、大泉町
出身の森浩美氏の作品「家族草子」、同じく大泉町在住の川島潤一氏プロデユース「ジャズコンサート」をはじめ様 な々事業を、当初
の計画通りに執り行うことができました。
　今年も引き続き「あるべき姿」を目指し、さらに魅力ある事業展開と施設運営に尽力してまいります。皆さまのなお一層のご理解とご支援
をよろしくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、町民の皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

チケット発売中
チケットの電話予約ができます (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

楽器は無いけどヴァイオリンを弾いてみたい…
そんな皆さんのご参加、お待ちしています！

初心者ヴァイオリン合奏教室
平成30年度

希望者には期間中、無料でヴァイオリンを貸し出します(持ち帰って練習できます)。
楽器の経験の無い方でも、気軽にご参加いただける、小・中学生を対象とした教室です。
既に楽器をお持ちの方は、ご持参にてご参加ください。

クリック

検 索文化むら

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

子ども向け

●練 習 日
●募集対象
●募集人数
●募集開始
●受 講 料
●申込方法

●会　　場
●主　　催
●問　合　せ

４月４日(水)～１年間（水曜日、全44回）　午後７時～８時30分
新小学３年生～新中学３年生（町内外問わず）※原則として１年間継続できる方
25名（先着順）※応募が15名に満たない場合は開催しません。
１月13日（土）～定員になり次第締切り
月額3,500円(教本、松ヤニ等は自己負担)
①文化むらホームページ上の申込用紙にご記入の上、電子メールまたはFAXにて
　•メール jigyo@bunkamura.or.jp　•FAX 0276-63-7747
②直接文化むら窓口にて申込用紙に記入　③お電話にて　（①～③のいずれかでお申し込みください。）
文化むら・第3練習室
(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）　

指定席：2,500円
自由席：1,500円

舞踊集団「菊の会」公演

日本のおどり

※チケット完売の場合、当日券はありません。

町発足60周年を記念し、民謡や踊りなど、わが国の伝統的な郷土芸能の保存や
公演活動に取り組んでいる舞踊集団「菊の会」による公演を、文化むら大ホール
にて開催いたします。
わたしたちの大切な文化遺産である「日本のおどり」の美しさ、素晴らしさを、
たっぷりとご鑑賞ください。

大泉町発足
６０周年

2月12日（月・祝）午後2時30分開演（2時開場）

文化むら・大ホール
完売

◆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
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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

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

予選合格者25名が競う、グランプリの栄冠！
審査員に門倉有希「ノラ」、新沼謙治「ヘッドライト」など
数々のヒット曲を手がけた歌手で作曲家の徳久広司さんを
迎えます。（参加者募集は終了しています）

第8回 文化むら
カラオケ選手権大会

2月25日（日）午後1時30分開演（1時開場）
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)

大泉町発足
６０周年

1,000円
（高校生以下無料）

審査委員長 徳久広司
歌のゲスト
大木綾子

歌のゲスト
浅野英子

シ　エ　ル

C i e l

(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

11月1414日（日）日（日）
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。

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、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！

特別出演
志村和音（ピアノ）

うたのゲスト
田村麻理子

※公演時間約60分

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

2月4日（日）正午開演（午前11時開場）※終演予定午後7時頃

※高校生以下無料

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）

前売 700円
当日 800円
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アマチュア音楽祭出演者一覧（出演順）

①ONE OPERATION
②Assorted uncle
③さりぃ。
④小林 進
⑤BATTLe MACHINE

⑥館林厚生病院バンド
⑦寄居和楽器バンド
⑧Hi-tensions
⑨UNIVERSE
⑩W.S.C.feat.Ichiko

2018

第4回

ロビーにてドリンクや
軽食販売がございます。



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
0276-80-9311TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店
0276-63-2622

　　
●税理士会 館林支部の還付申告無料相談（予約制）　　　　　　　
　２月2日（金）・3日（土）
　午前10時～午後0時30分　午後1時30分～4時
　予約方法：1月15日（月）～31日（水）（土日祝を除く）
　　　　　　午前10時～正午または午後1時～4時
　　　　　　☎0276-71-1122（税理士会 館林支部）　まで
　相談内容：簡易な申告内容とします。
●大泉町社員研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　町労働教育委員会では、社会人としての心構えと基礎的な知識を
　身につけてもらうことを目的に社員研修会を開催します。　　　　　　　　　
　2月15日（木）午後6時30分～8時　　　　
　対　　象：町内在住の勤労者及び町内事業所に勤務する勤労者
　定　　員：30名（定員になりしだい締め切り）
　内　　容：タイムマネジメント
　申込方法：申込書に記入し、商工振興課へ持参またはファックス
　　　　　　（63-7927）で申し込む。
　申込締切：2月7日（水）まで
　費　　用：無料
　※申込書は、商工振興課にあるほか、町ホームページ
　　（http://www.town.oizumi.gunma.jp/）からもダウンロードできます。
　　詳しくは、商工振興課 ☎0276-63-3111（内線139）へ。
●ワクワクする工作教室『スイーツデコ（クレープマグネット）』　　
　2月24日（土）午前10時～正午
　対　象：小学生（保護者同伴の方）
　参加料：無料
　申込み・問合せ：東毛ワクワクする絵手紙教室実行委員会
　　　　　☎090-2756-8757（岡田）

●月  茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 
　2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）

研修室

茶室棟

●群馬県立西邑楽高等学校 芸術科音楽コース 演奏会
　2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：西邑楽高校 ☎0276-63-5851
●第48回群馬県高等学校ギター・マンドリン コンクール　　　　　 　　
　県内７校のギター・マンドリン部員約230名が集い１年間の
　練習成果を発表します。高校生の情熱のこもった美しく繊細な
　音色をお聴かせできると思いますので、是非お出かけください。
　2月11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：群馬県高等学校ギター・マンドリン連盟事務局
　　　　　（渋川女子高校内）☎0279-22-4148（竹本）
●公利連発足35周年記念　
　群馬交響楽団メンバーによる『群馬ブラスクインテット』（金管五重奏）
　2月17日（土）午後2時開演（1時30分開場）
　入場料：一般1,000円　学生（小中高）700円
　主　催：大泉町公民館利用サークル連絡協議会
　問合せ：大泉町公民館 ☎0276-62-2330

●大泉町立南・北・西保育園 三園合同冬のつどい「アイヌまつり」　　
　2月3日（土）午前11時30分～午後1時
　内　容：アイヌ料理の試食、トンコリ・ムックリ演奏、アイヌ舞踊の鑑賞と体験・交流
　入場料：無料
　問合せ：北保育園 ☎0276-62-2498
●大泉町私立幼稚園 子育てセミナー　　　　　　　　　　　　　　　
　「子どもも親も幸せになるテキトー母さんのすすめ」
　2月8日（木）午前10時開演（9時30分開場）
　講　師：立石美津子 先生
　入場料：無料（全席自由）
　託　児：あり（１歳以上）1月17日（水）までに電話で申込み
　問合せ・託児申込：認定こども園みよし幼稚園 ☎0276-62-3935
　主　催：大泉町私立幼稚園PTA連絡協議会／大泉町私立幼稚園協会
●レクリエーション講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「脳・体・心の健康促進と仲間づくりのレクリエーション」
　2月27日（火）午後1時30分開演（1時開場）
　講　師：湯川惠子 氏
　入場料：無料（全席自由）
　申込み・問合せ：大泉町社会福祉協議会 ☎0276-63-2294 

大ホール

小ホール

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 2 月

2月の休館日
5日（月）・13日（火）・19日（月）・26日（月）

貸出会議のご案内
2月の貸出会議（30年9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
2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

文化事業支援のお知らせ (公財)大泉町スポーツ文化振興事業団では、平成30年度中に実施する文化
事業で、大泉町民を対象に実施する団体の活動費の一部を支援いたします。

クリック

検 索文化むら
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大泉町内に活動拠点を置き、代表者および事務局が町内で、
10名以上（うち、2分の1以上が大泉町在住者）の構成員数を
有し、文化事業支援基準を満たす団体
平成30年4月1日（日）～5月31日（木）
文化むら（午前9時～午後5時、月曜休館）

●対　　象

●申請期間
●申請場所

申請書等の詳細は文化むらホームページを
ご覧ください。
文化むら
☎0276-63-7733
(月曜休館)

●そ の 他

●問 合 せ
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人気トリオTUKEMENのメンバーTAIRIKUが遂に文化むらに登場！
福田悠一郎（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。

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共に、ロマンティックなひとときをお楽しみ
ください。

●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

古澤 巌古澤 巌

「弦楽四重奏ナイト」スプリングパーティーVol.2

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　
 ヴァイオリンの夜 in 文化むら
  ～第26期シリーズ～　

3月24日（土）午後６時開演（５時開場）
5,500円全席指定

◆募集対象

◆募集人数

◆入 場 料
◆部　　門

◆参 加 料

◆演奏時間

◆申込期間
◆申込方法

◆主　　催
◆問 合 せ

どなたでも参加（エントリー）できます。演奏は、
ソロ・連弾・２台ピアノ・合奏・独唱・合唱など、
ピアノ、またはチェンバロを使用したものであ
ればどんな形態でもかまいません。
延べ200人（組）
募集人数を超えた場合は大泉町民を優先の上、
抽選とさせていただきます。
無料(全席自由)
スタインウェイの部
ベーゼンドルファーの部
チェンバロの部
２台ピアノの部
※1部門から1つをお選びください。
　1人(組)1エントリーのみとさせて頂きます。
　チェンバロの部は26日（土）午後のみ
　２台ピアノの部は27日（日）午後のみ

１人（組）500円　当日支払い
但し、２台ピアノは１組1,000円
1人（組）5分以内（時間厳守）
※時間内であれば曲数制限無し
2月16日（金）～3月31日（土）
①文化むらホームページにある応募フォームに
　必要事項を入力して、送信してください。
②記入した申込用紙を「往復はがき」に貼付けて
　お送りください。（申込用紙は文化むら窓口、
　ホームページ上にございます）
（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）

第11回文化むら第 回文化むら

ピアノマラソンピアノマラソンピアノマラソンピアノマラソンピアノマラソン

みんなで創る参加型イベント 参加者募集！

5月26日（土）・27日（日）午前9時30分～午後6時（予定）
文化むら・大ホール

チケット発売中
チケットの電話予約ができます
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スキーバッジテスト

第１回　1月21日（日）
第２回　2月17日（土）
町民体育館前駐車場　午前4時50分集合
第１回　水上宝台樹スキー場
第２回　オグナほたかスキー場
どなたでも参加できます。
ただし、小学4年生以下は保護者同伴
先着各50名（定員になり次第締切）
大人・子供とも　5,000円
（バス代・保険料含む。リフト代・食事代・
レンタル代は別）
大泉町体育協会
参加費を添え、町民体育館へ
※電話予約は受け付けません。
第１回　1月14日（日）
第２回　2月11日（日）
大泉スキークラブ
会　長　岩瀬 ☎62-5624（留守電に伝言）
事務局　島田 ☎090-1206-6814（18時以降）

●日 時

●場　　所

●対　　象

●定　　員
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●締　　切

●問 合 せ

2月11日（日）午前９時開会
大泉町いずみ総合公園町民体育館
邑楽郡内在住・在学・在勤者
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
一般男女シングルス
30男子シングルス
40男子シングルス
50男子シングルス
OG（30歳以上）シングルス
ラージ男女シングルス
オープン男女団体
小学生男女シングルス 400円
中学生男女シングルス 500円
その他男女シングルス（高校生含む） 600円
男女オープン団体 1,500円
邑楽郡卓球協会（主管 大泉卓球クラブ）
参加費を添え、1月20日（土）までに町民体育館へ
大泉卓球クラブ　中村：☎63-6319

●日 時
●会　　場
●参加資格
●種　　目

●参 加 費

●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

第35回邑楽郡卓球選手権大会 大泉スキークラブ・スキー＆スノーボードパス
第1回は水上宝台樹スキー場に、第2回はオグナほたかス
キー場へ行きます。各回とも、初心者から上級者まで楽し
んでいただけるよう、希望者には無料でスキーレッスンを
行います。家族での参加も大歓迎です。

●日　　時
●場　　所
●対　　象
●実施方法

●参 加 費

●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

大泉スキークラブでは、毎年恒例のスキーバッジテストを開催します。
滑りに自信のある方、自分の滑りがどの位のレベルか知りたい方、皆さんの参加を心よりお待ちしております。

3月4日（日）町民体育館前駐車場 午前4時50分集合（現地集合可）
ホワイトワールド尾瀬岩鞍（都合により変更する場合があります。）
どなたでも参加できます。（但し、1・2級受験は中学生以上。1級受験は 2級取得者に限る。）
3～5級は、講習を通して合否を判定。
1・2級は、規定の種目テストにより合否を判定。

合格者には、公認料と引き換えにバッジ及び合格証を渡します。
1級合格者は、全日本スキー連盟の会員登録（3,000円）が必要になります。
大泉町体育協会スキー部
受検料を添え、2月18日（日）までに、町民体育館へ（電話申込不可）
大泉スキークラブ　会　長  ☎岩瀬 62-5624（留守電に伝言）
　　　　　　　　　事務局  ☎島田 090-1206-6814（18時以降）

受検料

公認料

1級

5,000円

2,000円

2級

5,000円

1,500円

3級

4,000円

1,200円

4級

3,000円

800円

5級

3,000円

700円

〒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
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次回は、他の施設をご紹介します。

御正作公園

※御正作公園使用料金は、上記の
　「町スポーツ施設」の表をご覧
　ください。

※高校生以下は半額

　私達は、月曜日から土曜日まで２つのグループに分かれて、年間で
使用しています。御正作公園は土も芝もある施設で、グラウンドの状
況は大変使い勝手が良いです。池や四季折々の自然に囲まれなが
ら、気持ちよく軽スポーツを楽しませて頂いています。今後も利用さ
せてもらいます。

声

■中学２年男子組手
優　勝：根岸慶人
■小学５年女子組手
第３位：根岸美優

大泉ラージ卓球クラブ
優　勝：川崎佳克・栗原真理子
準優勝：高溝久明・小林佐智子
第３位：福山将人・齋藤いわ子
２位G　１位：植村良子・木村登美子
３位G　１位：尾城勇・設楽千代子
４位G　１位：新井朝之丈・澤田良子
５位G　１位：須永勇・大内恵美子

■団体戦　２部－1
準優勝：大川文子（ミニとまと）
■混合ダブルス　２部－3
優　勝：大川文子（ミニとまと）

■個人戦　知的障害の部　女子
優　勝：長瀬みさと（大泉卓球クラブ）

■４年生男子
第３位：桒原慎（大泉JBC）
■４年生女子
準優勝：須藤希望（大泉JBC）

■ジョギングの部（1.5km）
優　勝：石原妃菜　　   5′45″
準優勝：久次米桧成　   5′50″
第３位：大澤郁翔　　   6′01″
■小学生女子の部（3km）
優　勝：中尾咲菜　　 15′48″
準優勝：河南萌生　　 16′35″
第３位：川島心亜　　 16′38″
■小学生男子の部（3km）
優　勝：木野剣芯　　 14′09″

■60才以上男子の部（5km）
優　勝：川島修　　　 20′58″
準優勝：江原初夫　　 22′12″
第３位：吉田卓司　　 22′32″

■混合ダブルス　  5組
準優勝：大川文子（ミニとまと）
■混合ダブルス　15組
準優勝：桑野征夫・櫻井美麗子
■３ダブルス団体戦　10組
優　勝：須藤勇・須永和子
優　勝：桑野征夫・櫻井美麗子

　

■ダブルス　12組
準優勝：高井泉（太田ラージ）
■シングルス　33組
準優勝：大川文子（尾島クラブ）
■シングルス　46組
第３位：高井泉（太田ラージ）

準優勝：馬場健斗　　 15′29″
第３位：太田翔眞　　 15′42″
■中学生女子の部（3km）
優　勝：中谷佳乃　　 14′53″
準優勝：神保愛　　　 15′17″
第３位：中尾胡桃　　 15′45″
■中学生男子の部（5km）
優　勝：鹿沼晴希　　 13′42″
準優勝：鈴木康太　　 14′09″
第３位：中川仰基　　 14′12″
■一般女子の部（5km）
優　勝：日比野花　　 19′29″
準優勝：荻野友希　 　21′58″
第３位：斉藤光江　    22′46″
■39才以下男子の部（5km）
優　勝：贄田紳太郎　 16′25″
準優勝：贄田絢三郎 　17′02″
第３位：前田利昭 　　18′24″
■40才代男子の部（5km）
優　勝：神野将良　 　16′29″
準優勝：佐藤慎也 　　17′41″
第３位：石井浩行　　 17′56″
■50才代男子の部（5km）
優　勝：奥林政則　　 20′14″
準優勝：中本明広　　 21′09″
第３位：酒井昌洋　　 21′46″

大泉町発足60周年記念
第41回大泉町民マラソン大会

12月10日（日） パナソニック㈱構内及び外周 第45回栃総体オープン
ラージボール卓球大会
12月20日（水） 県南体育館

第7回おおたスポーツアカデミー
championship空手道選抜大会
11月26日（日） 太田市運動公園市民体育館

第69回交歓ダブルス大会
12月2日（土）町民体育館 サブアリーナ

第19回太田市ジュニアカップバドミントン大会
12月9日（土） 太田市運動公園

２０１７冬季さのオープンラージボール大会
12月15日（金） 佐野市運動公園

第5回爽やかラージ百壽大会
12月2日（土） 古河市はなもも体育館

第38回 関東障害者卓球選手権 群馬大会
12月3日（日） ヤマト市民体育館前橋

大　会　結　果

町スポーツ施設・学校一般開放体育施設

●申請期限
●提 出 先
●対　　象
●貸出会議

●利用できるスポーツ施設

　平成30年度に町スポーツ施設（町民体育館、町民野球場、いずみサッカー場を除く）並びに学校一般開放体育施設の定期的な
利用を希望する団体（現在登録している団体も含む）は、次のとおり登録を行なってください。

利用団体の登録は１月31日㈬まで

１．町スポーツ施設 2．学校一般開放体育施設

1月31日(水)
町民体育館（申請書は窓口にて。またはＨＰからダウンロードしてください。）
町スポーツ施設、学校体育施設を利用するすべての団体、グループ（5人以上の団体で、概ね半数以上が大泉町内在住、在勤の方で構成。）
グラウンド関係は偶数月19日、学校グラウンド・学校体育施設は毎月20日の午後6時から町民体育館で貸出会議を行ないます。
グラウンド関係は2～3か月先、学校グラウンド・学校体育施設は2か月先の申請が出来ます。
テニス等グラウンド（例：4月の貸出会議＝6月、7月利用分の申請）
学校施設グラウンド・体育館（例：4月の貸出会議＝6月利用分の申請）
※土・日・祝日等に当たる場合など、会議日程が変わる場合がございます。
詳細は窓口またはＨＰにて「貸出会議日程」をご確認ください。※登録済の団体が貸出会議の対象となります。

施　設　名 種　　　目

※1.夜間照明＝ソフトボール1面のみ　※2.1コース（8ホール）
※スバル運動公園広場、御正作公園、いずみ総合公園ゲートボール場は、グラウンドゴルフでも利用できます。
※夜間照明は、一部施設を除き、冬期期間は使用できません。

※◎はソフトボール用夜間照明あり（1面）
※サッカーは北中校庭、フットサルは北中交流センターのみ使用可

施設使用料金
（1時間当り）

照明使用料金
（1時間当り）

野球【1】
テニス 人工芝【2】／ テニス クレー【6】
ソフトボール【１】
野球【2】またはソフトボール【4】
サッカー【1】またはラグビー【１】
ゲートボール【8】
ソフトボール【2】/ サッカー【1】
グラウンドゴルフ【1】（※2）
剣道・空手・軽スポーツ（球技除く）

【　】内の数字はコート数

御正作公園

いずみ総合公園

西体育館

とね運動場

320円
430円/320円

320円
320円
320円

40円（1面）
320円/320円

－
－

校　庭　  950円

体育館
　全　面  370円
　半　面  185円

柔剣道場  120円

卓球場　  120円

1,420円
230円
950円

950円（※1）
－
－
－
－

120円

南公園

スバル
運動公園

広場A
広場B

南中学校

北中学校

西中学校

南小学校

北小学校

東小学校

西小学校

○

◎

◎

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

○

○

○

－

－

－

－

校　庭学　校　名 体育館等
施　設　名

柔剣道場 卓球場
照明使用料
（1時間当り）
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