
【花よりランボー？】
野に咲く～花のよおに～ﾌﾌﾌにフフフフッ～♪皆さん、こんにちは！歌詞がいまいち思い出せ
ず、鼻歌でごまかしてしまいましたが、それも春なら気にしない、気にしない♪だって春はポカ
ポカして何だか緩みがちですから．．．そう！！緩んでしまっているのです。体が。この季節、ポッ
プな色合いが素敵なあの団子３兄弟を始め、美味しいものがたくさん現れるではないです
か。彼らとの出会いを大切にしていたら、お腹にも団子３兄弟が現れ始めま
した。このお腹、どうしてくれよう．．憧れるのは映画のランボーのような鍛え
上げられたような肉体！ですが、現実にはほど遠いようです。いきなり無理は
せず、長く続けられるようなことから始めましょう。さて、こんな教室・講習会

あります↓↓↓

【集合場所】 広島文化学園大学郷原キャンパス第２駐車場
【日 程】 平成２４年５月１９日（土）ふるさと林道コース
【時 間】 午前９時３０分～午前１１時３０分（受付：９時～）

【対 象】 ３キロ以上のウォーキングが可能な方
【定 員】 ２０名
【参 加 費】 ３００円（ドリンク付き）

陸上競技場をはじめ、砂入り人口芝のテニスコート、本格的な野球場、ソフトボールやサッカーが
できる天然芝の多目的グラウンド、弓道場など全施設に夜間照明が完備される高規格のスポーツ
施設が集約されています。
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【集合場所】 呉市総合スポーツセンター（郷原町）
【日 程】 平成２４年５月８日～６月１５日の火・金曜日（計10回）
【時 間】 午前１０時～午前１２時
【対 象】 ６０歳以上（男女）のテニス初心者の方（定員１０名）
【受 講 料】 ３，５００円
【お申し込み】 平成２４年４月２０日（金）午前９時～４月３０日（月）まで

先着順。窓口又はお電話で（３３－０６０８）

【集合場所】 呉市総合スポーツセンター（郷原町）
【日 程】 平成２４年５月９日（水）
【時 間】 午前９時３０分～午前１１時３０分（受付：９時～）

【対 象】 ３キロ以上のウォーキングが可能な方
【定 員】 ２０名
【参 加 費】 ３００円（ドリンク付き）

初心者の方対象です。生涯
スポーツにつなげてみません
か？

※ＡとＢは集合場所が異なります。お申し込みの際はお間違えのないよう、ご注意くださ
い。【申込み方法】平成２４年４月２０（金）午前９時～先着順。呉市総合スポーツ
センター窓口又はお電話（３３－０６０８）で。

テニスコート改修工事の進捗状況をお伝えします！１月からお伝えしてきたこの
コーナー。そういえば、新しいテニスコートがどのように生まれ変わるのかまだお伝
えしてませんでした！！センターのニューフェイス、なかなかやりますぞ♥

文化学園大学郷原
キャンパスからもみじ橋
まで歩きます。

【その①：コートの色があんなことに！！】
濃い緑と黄緑で２トーンの仕上がりとなっておりま
す。（何と斬新なっ！）わたくし、ビッックリしてしまい
ました。プレー中のジャッジが見易くなりますね。そし
て何より「何かカッコイイ」です。

【その②：ＡコートとＢコートの間に！！】
通路ができました。工事前のイメージが強い方は「？」といったカンジではないで
しょうか。今まではすぐ後ろがフェンスの為、応援が難しい状態でした。（悲）

新しいコートは左の写真のように、通路
になっているので、選手の応援を間近で
ですることができます☆☆選手の方も、よ
り一層力を発揮できるのではないでしょう
か♪

http://sports-kure.com/

（日）より、呉市体育振興財団のホームページがリニュ

ーアルします。４月１日（エイプリルフール）だからって、ウソではない
ですよ！施設案内だけかと思いきや、教室などの募集要項も載せ
ているので、自宅に居ながら色んな情報をチェックできます♪そして
注目なのは「スタッフブログ」です。センター職員が発信する、あん
な事やこんな事、気になりませんか？チョットでもその気になった方は
是非アクセスしてみてください。

濃い緑

黄緑

通路 さて、来月号では遂に完成したテニス
コートをご紹介します！お楽しみに～☆



◆利 用 料 金◆

単 位

一 般 高校生以下

１日(大会使用） ２０，０００円 １０，０００円

１時間（専用使用） ２，０００円 １，０００円

１人１回 ２００円 １００円

全面 １時間 １，２００円 ６００円

１／２ １時間 ６００円 ３００円

１／４ １時間 ３００円 １５０円

１時間 ５００円 ２５０円

１時間 １，０００円 ５００円

専用使用 １時間 ７００円 ３５０円

個人使用 １人１回 １００円 ５０円

（個人使用）

弓
道
場

施設名 アマチュアスポーツに使用する場合

テニスコート

野球場

多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

陸上競技場

単 位 使用料

２００円

４００円

２００円

単 位 使用料

１，０００円

１，０００円

２００円

１，５００円

１回 １，０００円

１人１回 １００円

野球場放送設備及びスコアボード

シャワー

夜
間
照
明

陸上競技場

多目的グラウンド

テニスコート

野球場

施設名

１時間

施設名

管理棟会議室１（５．６ｍ×６．３ｍ）

管理棟会議室２（和室４０畳）

陸上競技場会議室（９．３ｍ×５．７ｍ）

１時間

【施設利用のご案内】

（利用料金はアマチュアスポーツ使用の場合です。詳しい内容はお問い合わせください。）

※１

※１ 器具使用については別途料金表がありますのでお問い合わせください。

◆予 約 期 間◆

① 利用希望日前月の１日～１０日
※１

までに窓口又はインターネットで予約申請を行ってください。

② 利用希望日前月の１６日
※２

以降は随時ご予約ができます。

※１ 窓口での申請は１日が休所日の場合はその翌日、１０日が休所日の場合はその前日となります。

※２ 窓口での申請は１６日が休所日の場合はその翌日となります。

◆お支払い方法◆

利用日の利用時間前までにお支払いをお願いします。

◆インターネットで予約する場合◆

① 窓口でＩＤ登録の手続きを行ってください。（無料）

② ひろしま公共施設予約サービスにアクセスし、ＩＤとパスワードを入力後、ご予約できます。

（https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-pj/hiroshima/)

※インターネットからご予約可能な施設は野球場・テニスコート・弓道場（専用使用）です。他の施設については

直接問いお合わせください。

（受け付けた申請は調整になり、結果は１６日に確認できます。）

ひろしま公共施設予約サービスＱＲコード
（空き状況の確認はＩＤがなくてもできます！）

（１面）

日 曜日 陸上競技場 多目的グランド 野球場 テニスコート

芝養生 国民体育大会呉選考会

呉市軟式野球連盟

芝養生

芝養生

芝養生

芝養生

芝養生 中国五県都市対抗県大会

呉市軟式野球連盟

中国新聞杯（小学生） 中国新聞杯（小学生） 中国五県都市対抗県大会

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 呉市軟式野球連盟

芝養生

芝養生

芝養生

中国サッカーリーグ（一般） 準備 中国サッカーリーグ（一般） 準備

サッカー協会 サッカー協会

中国サッカーリーグ（一般）／中国実業団長距離記録会 中国サッカーリーグ（一般）

サッカー協会／中国実業団陸上競技連盟 サッカー協会

中国サッカーリーグ（一般） 中国サッカーリーグ（一般）

サッカー協会 サッカー協会

芝養生

芝養生

芝養生

芝養生

地区総体（陸上競技） 地区総体（サッカー） 市民大会

高体連 高体連 中体連

地区総体（陸上競技） 地区総体（サッカー） 天皇賜杯大会呉予選

高体連 高体連 呉市軟式野球連盟

芝養生

芝養生

芝養生

芝養生

クラブユース（中学生） 地区総体（サッカー） 市民大会 予備日 地区総体（ソフトテニス）

サッカー協会 高体連 中体連 高体連

中国新聞杯（小学生） 予備日 中国新聞杯（小学生） 予備日 中国五県１部・２部大会呉予選会 地区総体（ソフトテニス）

サッカー協会 サッカー協会 呉市軟式野球連盟 高体連

強化練習 クラブユース県予選（中学生）

広島マスターズ陸上競技連盟 サッカー協会

☆各競技場の空き状況は公共予約システム（ http://www.e-tetsuzuki99.com/eap-pj/hirosima/ ）からご覧頂けます

休所日

休所日

呉市総合スポーツセンター行事予定表
平成２４年 ４月

1 日

2 休所日

休所日

5 木

月

3 火

4 水

11 水

6 金

7 土

8 日

9 月

10 火

17 火

12 木

13 金

14 土

15 日

16 月

23 月

18 水

19 木

20 金

21 土

22 日

29 日

24 火

25 水

26 木

30 月

27 金

28 土


