
6月21日（木）
●募集人数
●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●そ の 他    

ゴルフ大会

一般募集20組（80名） 
2,500円
※プレー費7,000円（乗用セルフ、昼食付）は各自精算。
※スタート表発送後は、キャンセルでの返金は致しかねますので、ご了承ください。
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団ゴルフ大会実行委員会
6月1日（金）までに町民体育館へ参加費を添えてお申込みください。
申込みは4名1組でお願いします。
市町村対抗の予選会は7月24日（火）本大会会場（白水ゴルフ倶楽部）にて行います。

●日　　時
●場　　所
●対　　象
●募集人数
●参 加 費
●講　　師

6月14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
700円
根岸由香 先生

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ
●そ の 他    

（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
4月23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。
タオル、水分、上履きをお持ちください。　　

午前7時00分スタート月

第33回

「カポエイラ・アライエ」～サークル紹介～
毎週、金曜日の夜に、文化むらの練習室でカポエイラの練習をしています。
カポエイラは格闘技とダンスの要素を併せ持つブラジルのパフォーマンスで、昔、アフリカから連れてこられた黒人奴隷達
が、ダンスを楽しんでいる様に見せながら格闘技の練習をしたのがルーツと言われています。足技が中心で、体を低く構え
てステップを踏む基本動作から、蹴りを出したりそれを避ける
動作を繰り返します。試合の時はメンバーが円陣を作って、み
んなが交代で楽器を奏でたり、歌を歌ったり手拍子したりしな
がら、２人ずつ輪の中で組み合います。特に勝ち負けは決めず、
制限時間もありません。楽器や歌の練習もレッスンの中で行いま
す。大泉では10名程のメンバーが活動しています。年に一度の昇
段会のほか、近くのサークルとの交流やバーベキューなども楽
しんでいます。ご興味お持ちの方は、ぜひ見学に来てください。
連絡先：090-6102-5674（杉山）

カポエイラ・サークル

（公財）大泉町
スポーツ文化
振興事業団

鳳凰ゴルフ倶楽部（太田市北金井町）

リトミックには、楽しい音楽遊びを通じて、若返りや脳のリフレッシュの効果が期待できます！懐かし
い歌を歌いながらリズムに合わせてちょっとした動きを加えたりなど、どなたでも楽しんでいただける
内容です。動きを間違えたりしてもOK！逆にそれを笑いに変えたりなど、ゲラゲラ笑いながら、楽しい
ひと時を一緒に過ごしましょう！

～シニア世代に向けた～

“イキイキ”リトミック運動教室

◆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

クリック
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http://www.bunkamura.or.jp/

●主　催　群馬県／（公財）群馬交響楽団／（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）

～中嶋彰子のプロデュースによる「歌の力」 Vol.3～
Viva Rossini!

群馬交響楽団 県民コンサート

8月12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

群馬交響楽団群馬交響楽団

指揮：ニルス・ムース
ソプラノ：中嶋彰子・西口彰子、アルト：アンナ・テュアプキナ・石井藍
テノール：山本康寛、バリトン：上江隼人、バス：下瀬太郎
合唱：群馬大学教育学部音楽専攻合唱団（合唱指導：山崎法子）他
管弦楽：群馬交響楽団
曲目：ロッシーニ／歌劇《チェネレントラ》・《セヴィリアの理髪師》・《コリントの包囲》から 他

指揮：ニルス・ムース
ソプラノ：中嶋彰子・西口彰子、アルト：アンナ・テュアプキナ・石井藍
テノール：山本康寛、バリトン：上江隼人、バス：下瀬太郎
合唱：群馬大学教育学部音楽専攻合唱団（合唱指導：山崎法子）他
管弦楽：群馬交響楽団
曲目：ロッシーニ／歌劇《チェネレントラ》・《セヴィリアの理髪師》・《コリントの包囲》から 他

一　　　般 3,000円
高校生以下 1,500円

全席
自由

チケット発売：5月25日（金）午前9時～
発売日からチケットの電話予約ができます

群馬交響楽団
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関西を中心に活動する人気劇団「侍」が人情時代劇の定番中の定番、「瞼の母」を熱演します。
幼くして生き別れた「瞼の母」に、ようやく巡り会えた番場の忠太郎だったが…。
皆様、ハンカチのご用意を！後半は“華やかな舞踊ショー”をお楽しみください。

関西を中心に活動する人気劇団「侍」が人情時代劇の定番中の定番、「瞼の母」を熱演します。
幼くして生き別れた「瞼の母」に、ようやく巡り会えた番場の忠太郎だったが…。
皆様、ハンカチのご用意を！後半は“華やかな舞踊ショー”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
●後　援　大泉町社会福祉協議会／大泉町老人クラブ連絡協議会
●問合せ　文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

劇団 侍文化むら
大衆演劇
～人情芝居と豪華絢爛舞踊ショー～

6月6日（水）
午後2時30分開演（2時開場）

文化むら・大ホール
1,500円全席指定

さむらい お世話になっている
　　　　　あの方へ…
プレゼントにも
　ぴったりのチケット
　　　　　　　です！

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/
参加申込は締切ました。入場無料 ●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）

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

毎年大好評の文化むらピアノマラソン。
土・日曜の２日間にわたり、老若男女約200組の参加者の皆さんが、
５分間の持ち時間の中で繰り広げる熱演の数々。
文化むらホールが誇る名器「スタインウェイ」と「ベーゼンドルファー」、
そして「チェンバロ」の響きをお楽しみください。
※チェンバロ演奏は土曜日のみです。

みんなで創る
参加型イベント 第11回ピアノマラソン



　　
●荻原ピアノ教室 ぴあのコンサート　　　　　　　　　　　　　　　　
　6月10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：荻原ピアノ教室　☎048-588-4889
 

●第25回　大泉合同きりえ展
　　～テーマは「祭り」～
　6月8日（金）～10日（日）
　午前9時から午後5時まで（最終日は午後4時まで）
　入 場 料：無料
　問 合 せ：大泉きりえサークル ☎0276-37-3495（塙）
　特別展示：大塚久枝先生
　　　　　　解散した「群馬きりえの会」からも参加があります。
●竹を使ってのフラワーアレンジメント作品展　　　　　　　　　　　　　　　
　6月22日（金）午前11時～午後8時
　　  23日（土）午前10時～午後6時
　入場料：無料
　問合せ：アトリエMoon ☎090-2933-7869（森田）

●月  茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　
　6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）

小ホール

展示ホール

茶室棟

●民族歌舞団　荒馬座公演
　「日本のまつり ～未来への歩み～」
　6月2日（土）午後3時30分開演（3時開場）　　　　　　　　　　　
　入場料：指定席　大人2,500円　
　　　　　　　　　子ども（中学生まで）
　　　　　　　　　障がい者2,000円
　　　   　自由席　大人2,000円
　　　　　　　　　子ども（中学生まで）
　　　　　　　　　障がい者1,000円
　　　　　　　　　※当日は各500円増
　　　　　　　　　　膝上無料（席が必要な場合は有料）
　問合せ：大泉町荒馬座公演実行委員会
　　　　　☎090-3246-3092（岩崎）
●GOTTANI音楽会                                       　
　6月10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：想田恭子音楽教室 ☎0284-70-3569　
●第47回芸能展示発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　式典・芸能：6月17日（日）午前10時～
　［展示ホール棟］展示：6月16日（土）・17日（日）
　　　　　　　　 午前10時～午後5時（日曜日は午後4時まで）
　　　　　　　　 茶席は17日のみ、午後3時まで
　入場料：無料（全席自由）
　主　催：大泉町文化協会
　問合せ：大泉町公民館　☎0276-62-2330
●ピアノ発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　6月23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：おとりえ音楽教室 ☎0276-61-0753

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 6 月

6月の休館日
4日（月）・11日（月）・18日（月）・25日（月）

貸出会議のご案内
6月の貸出会議（31年１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
６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

　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29年度は全体で23.4％、99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。

23.4％ 99トンの
CO2削減を達成しました

平成28年度実績
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削減量  約99トン
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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

0276-76-2929

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

9月16日（日）10:00開場
【キッズの部】10:30開演  【一般の部】15:00開演

キッズの部：おおむね高校生以下で構成された、大泉町内または周辺地域で活動するダンスチーム
一 般 の 部：おおむね18歳以上で構成された、大泉町内または周辺地域で活動する３名以上のダンスチーム
※公演前日に開催されるゲネプロに、必ず参加してください。
キッズの部、一般の部　それぞれ35チーム
※応募が定数を超えた場合、同一ジャンルごとの応募数に応じて抽選(大泉町内活動チームを優先します)
１チーム５分以内（出入り時間含まず）
１チームにつき6,000円
文化むら窓口またはホームページ上の応募用紙に記入のうえ、文化むら窓口にお持ちになるか、メールまたは
ファックスにて送信してください。※詳しくは募集要領をご覧ください。
６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）

●応募対象

●募集チーム数

●出演時間
●参 加 費
●申込方法

●申込期限
●主　　催
●問 合 せ

今年は「キッズ」「一般」を同日開催！

日頃の練習成果を文化むら・大ホールで発表しよう！
皆さんのパフォーマンスを迫力の音響・照明で応援します。

文化むらダンスフェスタ２０１８

文化むら・大ホール 全席
自由

入場
無料

クリック

検 索文化むら

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

参加者
募集中
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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5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：2,500円（200席限定）
自由席：（前売）2,000円 
　　　　（当日）2,500円

◎チケットお持ちの方は
　楽しいプレ・トークにも
　　　　ご参加いただけます。

曲目：オペラ「カルメン」より ミカエラのアリア（ビゼー作曲）
　　　オペラ「ファウスト」より 宝石の歌（グノー作曲）　　　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。
今回も、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  大泉町文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

「きらめくオペラ」Vol.2
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～

チケット発売：6月9日（土）午前9時～
発売日からチケットの電話予約ができます



第30回 群馬県市町村対抗ゴルフ選手権
大泉町予選会

骨盤リンパストレッチ教室Ⅱ

6月15日（金）～
集合午後7時30分／試合開始午後8時
南中交流センター他
大泉町バレーボール協会に登録加盟のチーム
4,000円（代表者会議時に納入のこと）
大泉町バレーボール協会
協会事務局まで
大泉町バレーボール協会 ☎090-4188-7243（熊谷）

●日 時

●場　　所
●対 象
●参 加 費
●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

第41回大泉町ミセスバレーボールリーグ大会

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！

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

※県市町村対抗の本選は9月26日（水）開催

7月24日（火）　午前8時28分　INコース順次スタート
白水ゴルフ倶楽部（渋川市横堀・本選会場で行います）
定員無し
大泉町在住者
無料　　※プレー費8,330円(昼食付・キャディ無)は各自精算。
（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
6月29日(金)までに町民体育館へ申込みしてください。（個人受付）
予選会で3位以内の方を県市町村対抗ゴルフ選手権大会の大泉町代表選手候補として推薦します。

●日　　時
●会　　場
●募集人数
●参加対象
●参 加 費
●主　　催
●申込方法
●そ の 他

7月12・19・26日、8月2・9・16・23・30日、9月6・13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、体育館　アリーナ（予定）
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
5月24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。

●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

白水ゴルフ倶楽部白水ゴルフ倶楽部白水ゴルフ倶楽部

好評を頂いて

第２弾を
開催！！

内　容

TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店
0276-63-2622

5



■４年生男子
準優勝：桒原慎（大泉JBC）

■女子シングルスＡクラス
第３位：杉本夏鈴

■女子シングルス　ゴールド
準優勝：植村良子（大泉グリーン）
■女子シングルス　シルバー
準優勝：本多明子（大泉グリーン）
■女子ダブルス
優　勝：植村良子・本多明子
　　　　　　　　（大泉グリーン）

■女子シングルス４位Ｇ
準優勝：栗原真理子（大泉ラージ）
■混合ダブルス２位Ｇ
準優勝：田村直司（太田ラージ）
■混合ダブルス３位Ｇ
第３位：尾城勇・小林佐智子
　　　　　　　　　（大泉ラージ）
■懇親ダブルス　
準優勝：今泉紀嘉（大泉卓遊会）

■幼年形
優　勝：佐々木碧（みよし第二幼稚園）
準優勝：小山颯太（西保育園）
■小学生低学年以下形
優　勝：窪田壮真（西小）
準優勝：福田龍之介（北小）　　
第３位：キムララファエル（ニッケイ空手道）
　　　　柴田創（南小）
■小学生中学年形
優　勝：小沼豪瑠（北小）
準優勝：石川桃羽（西小）　　
第３位：木下咲依（南小）
　　　　山田凌大龍（東小）
■小学生高学年形
優　勝：馬場遥大（南小）
準優勝：小林海翔（南小）
第３位：神谷綺美（東小）
　　　　砂川実愛（西小）
■中学生男子形
優　勝：松沼楽久（北中）
準優勝：山田風起爽（北中）
第３位：尾上瞬（北中）
　　　　福岡泰我（北中）
■中学生女子形
優　勝：青木紀樺（南中）
準優勝：島歩花（西中）
第３位：桑原りえ（ニッケイ空手道）
　　　　代田友紀（北中）
■高校生・一般男子形
優　勝：梶間友斗

準優勝：福岡泰我（北中）
第３位：松沼楽久（北中）
　　　　河田翔真（北中）
■中学生女子組手
優　勝：青木紀樺（南中）
準優勝：島歩花（西中）
第３位：桑原りえ（ニッケイ空手道）
　　　　代田友紀（北中）
■高校生・一般男子組手
優　勝：梶間友斗
準優勝：神谷雄一
■高校生・一般女子組手
優　勝：二階堂ユカリ
準優勝：中井デボラ
第３位：桑原フミカ

■50代男子シングルス
準優勝：多田稔（大泉卓球クラブ）
■50代女子シングルス
第３位：岩﨑弘美（大泉卓球クラブ）
■60代女子シングルス
優　勝：中村直子（大泉卓球クラブ）

■２位トーナメント
第３位：大泉卓球クラブ
　　　　　中村直子・岩﨑弘美
　　　　　小島照子・亀井めぐみ

準優勝：フクナガヤスオ
第３位：神谷雄一
■高校生・一般女子形
優　勝：二階堂ユカリ
準優勝：梶間清子
第３位：中井デボラ・桑原フミカ
■小学生低学年男子組手
優　勝：福田龍之介（北小）
準優勝：窪田壮真（西小）
第３位：柴田創（南小）
　　　　落合十造（東小）
■小学生中学年男子組手
優　勝：小沼豪瑠（北小）
準優勝：小林祐翔（南小）
第３位：高尾真之介（北小）
　　　　山田凌大龍（東小）
■小学生中学年女子組手
優　勝：石川桃羽（西小）
準優勝：田場リサ（ニッケイ空手道）
第３位：木下咲依（南小）
　　　　落合百菜（東小）　
■小学生高学年男子組手
優　勝：小林海翔（南小）
準優勝：馬場遥大（南小）
第３位：福田一輝（大泉剛柔会）
第３位：岩瀬築久（南小）
■小学生高学年女子組手
優　勝：砂川実愛（西小）
準優勝：神谷綺美（東小）
第３位：田場ユナ（ニッケイ空手道）
　　　　三澤歩実（北小）
■中学生男子組手
優　勝：山田風起爽（北中）

第39回群馬県ジュニア選抜
バドミントン大会

3月11日（日）新田エアリス体育館

平成30年度  群馬レディース
卓球大会春季団体戦

4月19日（木）ヤマト市民体育館（前橋）

平成30年度太田オープン卓球選手権大会
4月15日（日）太田市運動公園体育館

全国オープン赤城新卓球フェスティバル
4月4日（水）ヤマト市民体育館前橋

第18回太田ラージボール卓球大会
4月14日（土）太田市運動公園体育館

第28回大泉町空手道大会
4月15日（日）町民体育館

大　会　結　果

●練習日
●場　所
●問合せ

毎週火・土曜日　午後7:00～8:30
大泉西体育館（西小学校敷地内）
090-1652-0141（日向）

5月12日（土）午後2：00～3：30　剣道体験教室を開催
しますので運動のできる服装（体操着、ジャージ等）で
お越しください。※事前申し込み不要です。

泉　武　会

●練習日
●場　所
●問合せ

毎週土曜日　午後7：00～9：00
大泉南小学校体育館
090-9204-0300（川島）

兵法空手 尚武館大泉

部 員 募 集

琉球古伝の首里手である王統流空手道の基本・型・約
束組手・ミット・組手・護身術・礼法等を稽古します。
体力増進、健康維持、親子で練習したい方など、ぜひ
見学・体験にいらしてください。

剣道で一緒に心と体を磨き、鍛えませんか。
毎週土曜日は見学自由です。お気軽にお越しください。

群馬県小学生バドミントン低学年大会
3月24日（土）藪塚本町社会体育館

フリフリグッパー体操教室
●日　　時
●場　　所
●対　　象
●募集人数
●参 加 費
●講　　師

●主　　催

5月31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

●申込方法

●問 合 せ
●そ の 他
 

4月17日（火）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。
タオル、水分、ヨガマットまたはバスタオルを
お持ちください。
※つま先まであるタイツ不可。靴下を履いて
お越しください。

認知症予防

（　　　　　 ）
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