
※どちらの公演も2作品上演します
　（公演時間約120分）

「大泉町グラウンドゴルフ協会」
～サークル紹介～

月・水・金 と 火・木・土のグループに分かれて主に御正作を利
用してグラウンドゴルフをしています。平成４年からの歴史が
あり、年配の方の社交の場にもなっています。総人数は約130
名で、どなたでも歓迎しています。ご興味をお持ちの方は、是
非見学に来てください。
☎090-2422-1949（遠藤）

◆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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●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）

10月20日（土）
①午後１時 開演（0時30分開場）
②午後５時 開演（4時30分開場）

家族草子2018 in GUNMA
～森浩美の作品による新しい朗読劇の世界～
家族草子2018 in GUNMA
～森浩美の作品による新しい朗読劇の世界～

「それでも鳥は空を翔ぶ」（「家族の分け前」収録） 
「最後のお便り」（「家族の見える場所」収録）

【おおいずみ出身アーティスト支援事業】
か 　 　 ぞ く　  ぞ う 　 　 し

上演
作品

過去3回上演された大泉公演に、沢山の熱いメッセージ
が寄せられました！
「家族愛あふれるストーリー…」（大泉町60代）
「今の私の悩みが表現されて涙があふれました」（本庄市50代）
「家族について考える時を与えてくれた」（太田市40代）

本町出身の作詞家でありスマップの「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始め実に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、この短編作品をプロの俳
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。

一般 1,500円（当日2,000円）
高校生以下 500円

全席
自由

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

全席
自由

入場
無料

参加者
募集中

文化むら・小ホール文化むら・小ホール文化むら・小ホール
チケット発売

6月30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

文化むら・大ホール文化むら・大ホール
【キッズの部】10:30開演【一般の部】15:00開演

文化むら・大ホール

クリック

検 索文化むら

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

クリック

検 索文化むら

http://www.bunkamura.or.jp/
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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271 ☎0276-63-0888

蜂谷病院
大泉町朝日4-11-1

http://www.hachiyahospital.jp/
痔・下肢静脈瘤の
悩みを解決いたします

健康健康健康健康健康内視鏡でで つけるけ見つける内視鏡内視鏡で見つける！見つける！
おなかのおなかのおなかのおなかのおなかの

内視鏡で見つける！

チケット発売中
チケットの電話予約ができます

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）
８月３日（金）18:00～19:30（大ホール）午後2時開演（1時30分開場）

文化むら・大ホール

9月2日（日）午後5時30分開演（5時開場） 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

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

チケットお求めの方に整理券プレゼント

●青島広志による
　　　　　“楽しい！オペラ・プレトーク”

８月4日（土）13:00～14:30（大ホール）
●出演者によるレクチャー＆ 公開レッスン

《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  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／桐生音協／FM群馬
●問 合 せ  文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）
●後　　援  アリオラジャパン
●企画・制作  ビーンズ／グラシアス

「きらめくオペラ」Vol.2

TOSHIKI KADOMATSU
SPECIAL LIVE TOUR 2018

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～

毎年恒例となっています文化むらの合唱祭への新規参加団体を募集します。
町内を拠点に活動している合唱サークル、町内の幼稚園、中・高校、専門学校の皆さんの参加を予定しております。
美しい響きを持つ大ホールのステージで、普段の練習の成果を発表しませんか？

●申込方法　文化むら窓口にある応募用紙にご記入の上、ご提出ください。
●申込期限　6月23日（土）まで

（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

クリック

検 索文化むら

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

11月23日（金・祝）
文化むら・大ホール

第24回 大泉町合唱祭
参加団体
募集中

チケット発売：7月20日（金）
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

全席指定 7,500円 ３歳以上チケット必要（座席を使う場合は３歳未満でも要チケット）

秋の旅情サスペンス
「お前と俺」 Vol.2

角松敏生 公演 決定！

どなたでも
ご観覧

いただけます



　　
●成人教養講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　6月29日（金）午前10時～正午（会場＝第3練習室）　　　　　　　　　　　　　　
　7月  6日（金）午前10時～正午（会場＝小ホール）　　　　　　　
　入場料：無料（定員40名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　申込み・問合せ：大泉町公民館内 学級事務室 ☎0276-62-2542
●2018西 美友貴おんがく教室 Petit Concert vol.6      　　　　  
　7月15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：西 美友貴おんがく教室 ☎0276-55-5013

●第34回一画展                                                
　7月20日（金）～22日（日）午前10時～午後7時（最終日は午後5時まで）
　入場料：無料
　問合せ：一画会 ☎0276-72-8504（梅澤）

●月  茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　
　7月7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

●太鼓日和2018（和太鼓発表会）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　7月1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：障がい児者和太鼓の会 どんどんクラブ
　　　　　☎090-9300-6260（田渕）
●青少年を非行から守る推進大会      　　　　　　　　　　　　　　　
　7月4日（水）午後2時開演（1時30分開場）　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　問合せ：教育指導課 ☎0276-63-3111（内線341・342）
●大泉土笛の会オカリナコンサート　　　　　　　
　7月8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：☎0276-62-3064（湯澤）
●ソレイユコンサート　　　　　　　　　　　　　　          　　
　7月15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：ソレイユ総合音楽教室 ☎0276-45-0083     
●Whispering with Love『愛のささやき』VOL.27　　　　　　　　
　7月16日（月・祝）午後3時開演（2時30分開場）　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　問合せ：パッサロ ☎048-588-6982（井内）
●ちいさなバレエアトリエ おさらい会　　　　　　　　　　　　　　
　7月21日（土）午後2時開演（1時30分開場）（予定）
　入場料：無料（全席自由）                                      
　問合せ：ちいさなバレエアトリエ ☎090-4391-0867（塚越）
●第42回まつのね会ピアノ発表会                   　　　　　　　
　7月22日（日）午後2時開演（1時30分開場）　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　問合せ：まつのね会 ☎048-549-0939（宇野）

●生き生き元気塾 ４地区合同公開講座
【蓮池薫氏講演会～夢と絆～】
　町では、生き生き元気塾公開講座の参加者を募集します。
　新潟産業大学経済学部 準教授 蓮池薫（はすいけかおる）氏による
　講演会です。
　拉致被害者として北朝鮮で24年間にも及ぶ生活を余儀なくされ
　た自らの体験をお話しいただきます。
　自由があることの大切さや、拉致問題の解決について皆さんと
　共に考えたいと思います
　7月26日（木）午後1時30分開演（1時開場）
　講　　師：蓮池薫（はすいけかおる）氏
　対　　象：どなたでも参加できます
　定　　員 ：300人（定員になりしだい締め切り）
　参 加 料：無料
　申込期限：7月25日（水）午後５時まで
　申込み・問合せ：
　　　大泉町公民館内学級事務室 ☎0276-62-2542
　　　町ホームページ　http://www.town.oizumi.gunma.jp/
　　　Eメール　gakyujimushitsu@town.oizumi.gunma.jp
　　　なお、Eメールで申し込む場合、講座のタイトルを記載し、
　　　本文に氏名、電話番号を入力する。
　　　※手話、要約筆記が必要な人は、7月13日（金）までにお申し
　　　　付けください。
●第15回記念
　エレキ祭チャリティーコンサート
　7月29日（日）午後1時開演（0時15分開場）　　　　　　
　入場料：無料 定員760名（整理券有）　　　　　　　　　　　
　問合せ：☎090-9858-0583（斉藤）

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 7 月

7月の休館日
2日（月）・9日（月）・17日（火）・23日（月）・30日（月）

貸出会議のご案内
7月の貸出会議（31年2月分）は

○25日（水）午後6時　○第3研修室

バンド機材説明会のご案内
7月のバンド機材説明会は

○25日（水）午後6時30分　○第3研修室

　昨年度まで文化むらにて開催しておりました「小鳥品評会」
ですが都合により、今年度から会場を変更して頂くこととなり
ました。
　開催日時・会場等は「小鳥いい友クラブ」ホームページに掲
載されていますのでご覧ください。
　今年度も小鳥のプレゼントが予定されています。

「小鳥いい友クラブのお知らせ」
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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
0276-80-9311TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店

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／（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

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 群馬交響楽団チケット発売中

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/

●主催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●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27期第27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27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22日（土）「神髄！古澤巌ヴァイオリンの夜」
ウインターパーティーVol.1

パーカッション・はたけやま裕、ベース・箭島裕治、ピアノ・Keiko といった
一流プレーヤーとともに、古澤巌の真骨頂「ヴァイオリンの夜」を心ゆくまで
お楽しみください。想い出に残るクリスマスの一夜を…

3月2日（土）「古澤巌＆塩谷哲プラス１」
スプリングパーティーVol.2

「オルケスタ・デ・ラルス」でグラミー賞候補。ジャンルも国境も超えて活躍
するピアニスト・塩谷哲に加え、誰も予想しなかったあの大物歌手が文化
むらステージに初登場！今宵、新たな歴史が加わります。

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18日（土） 午前8時30分
　　　　　　  ～10月28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
  11月  3日（土） 午前8時30分～

　●Vol.2 スプリングパーティー
  　12月20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。

NO
IMAGE
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7月11日・18日・25日・8月1日・8日・22日・29日（水）計7日間　19：00～21：00 
南公園テニスコート1.2コート
大泉町在勤・在住・在学者（高校生以上）
1名2,000円　※スポーツ保険の加入はありません。
スポーツをするのにふさわしい服装・テニスシューズ
硬式ラケット1名1本持参（無くても可です）
先着順 20名
大泉町テニス協会（大泉町体育協会）
6月30日（土）PM15：00までに参加費を添えて町民体育館へ
大泉町体育協会テニス協会 ☎090-4962-1810（対比地）☎61-1190（若林）　　　
平日の問合せは18時以降

●日　　時
●会　　場
●対　　象
●会 　 費
●服 　 装
●用 　 具
●定 　 員
●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

第13回硬式テニス初心者講習会（水曜日ナイター）

7月1日(日)　午前8時受付
雨天時7月8日(日)、8月5日(日)
南公園テニスコート
町内在住・在勤・在学者
[一般の部] 男子ダブルス・女子ダブルス
[小学生の部] 男子シングルス・女子シングルス
一般の部…………1組1,500円
中学生・高校生…1組1,000円
小学生の部………1名500円
※スポーツ保険の加入はありません。
大泉町体育協会
6月23日（土）PM15：00までに参加費を添え、
町民体育館へ
大泉町体育協会テニス部
☎090-4962-1810（対比地）
☎61-1190（若林）　　　
平日の問合せは18時以降

●日　　時

●場　　所
●対　　象
●種　　目

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第38回大泉町民テニス大会（硬式テニス）
8月5日（日）・19日（日）・26日（日）
町民野球場、スバル運動公園、南公園、
町内中学校ほか
町内在住または在勤の勤労者が参加登録
選手総数の3分の2以上で編成したチーム
25チーム
1チーム3,000円
大泉町労働教育委員会
6月11日（月）～6月22日（金）の間に参加費
を添えて役場経済振興課または、町民体
育館にお申し込みください。
ただし、役場経済振興課については、土
日を除く。
7月6日（金）午後7時より町公民館2階大会
議室で行います。
役場 住民経済部 経済振興課 商工振興係
野口・須永 ☎63-3111（内線552)　

●日　 　時
●会　 　場

●対 　　象

●募集チーム数
●参  加  費
●主　　　催
●申 込 方 法

●代表者会議

●問　合　せ

平成30年度 大泉町勤労者野球大会

■利用について
◯利用できるのは、黄色い杭で囲まれた場所のみです。
○直接地面で火をおこすことはやめてください。
■音楽など
◯音楽をかける場合には、広範囲に響かないようボリ
　ュームを下げてください。
◯大声で騒いだり、大きな音は出さないでください。

　近頃、騒音やゴミに関する苦情が多く寄せられています。皆様に快適にご利用頂くため、
近隣の方々に迷惑をかけないように、使用をお願いします。

とね芝生広場をバーベキュー等でご利用の皆様へ

■ゴミについて
◯使用後は、必ずきれいに後片付けをしてください。
◯ゴミ（空き缶・空き瓶・炭・肉・野菜等）は必ず、持
　ち帰ってください。
■器物損壊について
◯看板・杭・トイレ・倉庫など設備を壊したり、燃や
　したりしないでください。

0276-63-2622
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7月7日（土）午前8時30分開会
スバル運動公園
町内在住者
1人　200円
大泉町体育協会
参加費を添え、6月20日（水）までに町民体育館へ
大泉町GG協会 ☎63-2323（町田）

●日　　時
●会　　場
●対　　象
●参 加 費
●主　　催
●申込方法
●問 合 せ

第5回大泉町町民グラウンドゴルフ大会

7月8日（日）午前8時50分開会
町民体育館
大泉町バドミントン協会登録者のみ
当日も協会登録可能
一般男子（上級：バド協会長杯）・（中級）・（初級）
一般女子（上級：バド協副会長杯）・（中級）・（初級）
中学生男子・中学生女子・小学生男子・小学生女子
※中学生でも一般クラスへの希望があれば参加を認める

一般・学生1,000円、小中学生500円
※高校生以上は一般　　当日領収
（大泉町協会登録者のみ参加可能 ※当日登録可）

●日　　時
●会　　場
●対　　象

●種　　目

●参 加 費

大泉町バドミントン協会
6月20日（水）までに「大泉町バドミントン協会
事務局  権田怜司」宛  郵送必着
〒370-0533 大泉町仙石1丁目16-6
※FAX不可。体育館窓口不可。
参加費は全て当日支払いのため郵送しないでく
ださい。
棄権者が出た場合は、前日までに権田まで至急
連絡をお願いします。　　　　　　　　　　　
大泉町バドミントン協会 ☎62-9230（権田）
（19～22時まで）

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

第41回大泉町総合シングルスバドミントン大会

■男子形　小学2年生
優　勝：窪田壮真（大泉西小）
準優勝：福田龍之介（大泉北小）
■男子形　小学4年生
優　勝：小沼豪瑠（北小）
■女子形　一般
優　勝：清水那月(大泉剛柔会)
■女子形　女子統一戦
優　勝：清水那月（大泉剛柔会）

■男子形　小学4年生　
第３位：小沼豪瑠（大泉空手アカデミー）

■15ブロック
優　勝：大川文子（尾島クラブ）

■男子の部
優　勝：宮澤保夫
準優勝：森山恒雄
第３位：長友良介

■女子の部
優　勝：河内洋子
準優勝：飯野智恵子
第３位：小島廣子

■19組　
準優勝：渡辺政和（大泉卓遊会）
■20組　
優　勝：石原勝也（大泉卓遊会）
■29組
優　勝：櫻井美麗子（大泉ラージ）
■37組　
第３位：矢嶋敏子（大泉卓遊会）
■38組
第１位：宮嵜とし（大泉卓遊会）

■混合ダブルスリーグ　グループE
優　勝：大川文子（尾島クラブ）
■混合ダブルスリーグ　グループ I
優　勝：植村良子（大泉グリーン）
■団体戦下位トーナメント（260才以上）
第３位　稲垣照子、植村良子、桑野征夫

（大泉グリーン）

■女子個人形
第３位：島　歩花（大泉西中）

■混合ダブルス
11組  第３位  桑野征夫・櫻井美麗子
　　　　　　　　　　　　　（大泉ラージ）
14組  準優勝  神田勉・神田奈美枝（K2）
■男子ダブルス
  8組  第３位  神田勉（K2）
　　　　　　　 桑野征夫（大泉ラージ）
■女子ダブルス
  7組  準優勝  櫻井美麗子（大泉ラージ）
　　　　　　　 神田奈美枝（K2）

■ソフトボール　
第３位：大泉南中
■バスケットボール  女子
優　勝：大泉西中
■卓球  女子個人
第３位：大泉西中
■バドミントン  女子
第３位：大泉南中

第53回群馬県空手道選手権大会
国民体育大会予選

4月21日（土）～22日（日） ALSOKぐんま武道館

第5回佐野オープンダブルスリーグ
ラージ大会

5月26日（土） 佐野市運動公園

第29回群馬県スポーツ少年団
空手道交流大会

5月6日（日） ALSOKぐんまアリーナ

春季春日部市オープン
ラージボール卓球リーグ
5月10日（木） 春日部市民体育館

第26回全国中学生
空手道選手権大会群馬県予選
5月20日（日） ＡＬＳＯＫぐんま武道館

第43回春季グラウンド・ゴルフ交流大会
5月11日（金） スバル運動公園

第46回シニアラージ卓球館林リーグ
5月15日（火） 館林市城沼総合体育館

群馬県ラージボール春季交流大会
5月19日（土） 桐生市民体育館

第73回東毛地区中学校競技大会
5月19日(土)・20日(日)・26日(土)

大　会　結　果
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5月24日（木）の（公財）大泉町スポーツ
文化振興事業団理事会において新たに
「金井伯夫」氏が、常務理事に選定さ
れました。

「お知らせ」
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