
【普段とは違う一面を見てしまったら、その子のことが気になる存在になる可能性って高い】
皆さんお待ちかね、「総合スポセンだよ！」６月号です。早いもので広報誌を始めて１年が過ぎま
した。これからもセンターの情報や魅力をお伝えしようと思っていますので長～いお付き合い、よ
ろしくお願いいたします。さて、皆さんは陸上競技場の中に会議室があるのをご存じでしょう
か？普段は大会運営の本部やミーティングの場として使用されていますが、この夏ここで教室を
開催します。それもダンス教室をです。机を端に寄せれば、結構なスペースが出来ることに気づ
いちゃいました。机をキャスター付きに変えたので、移動なんてチョチョイのチョイです。この会議
室、今までとは違う顔を見せれるようで、なかなかデキるヤツです（ヘヘッ♪）そんな会議室で開
催する教室はこちら↓↓（もちろん、屋外の教室もありますよ↓↓↓）

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。

平成２４年５月２９日発行

http://sports-kure.com/

【日にち】 ７月２４日～８月２８日迄の火・木曜日（全１０回）
【時 間】 午後７時～午後８時３０分
【対 象】 小学生（定員４０名）
【料 金】 ２，５００円
【申込み】 ６月２０日（水）～７月４日（水）迄にセンターへ（tel：33-0608）

※申込み多数の場合は抽選とします。

【日にち】 ７月２４日～８月３０日迄の火・木曜日（全１０回）
【時 間】 午前１０時３０分～午後１２時
【対 象】 小学１～３年生の未経験者及び初級者（定員２０名）
【料 金】 ２，５００円
【申込み】 ６月２０日（水）～７月４日（水）迄にセンターへ（tel：33-0608）

※申込み多数の場合は抽選とします。

【日にち】 ７月１９日～８月９日迄の火・木・土曜日（全１０回）
【時 間】 午後６時３０分～午後８時３０分
【対 象】 小学４年生以上（定員４０名）
【料 金】 ３，５００円（高校生以下：２，５００円）
【申込み】 ６月２０日（水）～７月４日（水）迄にセンターへ（tel:33-0608）

※申込み多数の場合は抽選とします。

Ⅰ．まずは、施設の空き状況を確認しましょう。

※電話・インターネットから空き状況を確認することができます。

Ⅱ．

【ひろしま公共施設予約サービス】
（http://www.e-tetsuzuki99.com/eap-pj/hiroshima/)

【ＴＥＬ】
（0823)33-0608

予約を取りましょう。

電話．．．．．．．利用日の７日前からできます。
インターネット．．利用日の前日まで予約ができます。

※もちろん、直接窓口でも予約できますよ♪

Ⅲ．

Ⅳ．

住所：呉市郷原町ワラヒノ山地内

Ⅴ．

窓口で使用申請の手続きをしましょう。

管理棟事務所で手続きをお願いします。
許可書を発行します。

※個性豊かなスタッフがお待ちしております

これでおしまい！あとはプレーを楽しむだけ♪

ざっくり説明！

※詳しい内容については、お問い合わせください。

総合スポーツセンターへ行きましょう。



◆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）

ＴＥＬ(0823)33-0608

日 曜日 陸上競技場 多目的グランド 野球場 テニスコート

シニア硬式テニス教室⑥

（財）呉市体育振興財団

第１回高校記録回 カメリアリーグ（小学生）

呉市陸上競技協会 サッカー協会

県総体準々決勝（サッカー） Ｓリーグ（中学生） 中国五県１・２部大会呉予選会 実業団県予選

高体連 サッカー協会 呉市軟式野球連盟 呉市ソフトテニス連盟

シニア硬式テニス教室⑦

（財）呉市体育振興財団

グラウンドゴルフ大会

きて呉んさいクラブ

呉市総合体育大会（陸上競技） 呉市総合体育大会（サッカー） 呉市総合体育大会（軟式野球） シニア硬式テニス教室⑧

中体連 中体連 中体連 （財）呉市体育振興財団

呉市総合体育大会（陸上競技） 呉市総合体育大会（サッカー） 県総体（定通制）予備日

中体連 中体連 高体連

シニアリーグ（一般） シニアリーグ（一般） 西日本１・２部呉予選会

サッカー協会 サッカー協会 呉市軟式野球連盟

シニア硬式テニス教室⑨

（財）呉市体育振興財団

グラウンドゴルフ大会 予備日

きて呉んさいクラブ

シニア硬式テニス教室⑩

（財）呉市体育振興財団

呉市陸上選手権 Ｓリーグ（中学生） マスターズ甲子園県予選会 呉・賀茂地区大会

呉市陸上競技協会 サッカー協会 呉市軟式野球連盟 中体連

呉市陸上選手権 県総体（サッカー）定通制 西日本１・２部呉予選会 呉・賀茂地区大会 予備日

呉市陸上競技協会 高体連 呉市軟式野球連盟 中体連

シニア硬式テニス教室 予備日

（財）呉市体育振興財団

シニア硬式テニス教室 予備日

（財）呉市体育振興財団

クラブユース中国大会（中学生） クラブユース中国大会（中学生）

サッカー協会 サッカー協会

クラブユース中国大会（中学生） クラブユース中国大会（中学生） 西日本１・２部呉予選会 アシニスカップ

サッカー協会 サッカー協会 呉市軟式野球連盟 アシニスクラブ

クラブユース中国大会（中学生） Ｓリーグ（中学生）

サッカー協会 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

呉市総合スポーツセンター行事予定表
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