
【リニューアルとか特別な日はいつものあの子が違って見える】
パンパカパーーン！テニス利用者の方、お待たせいたしました！１月から始まった工事が遂に
終わり、ピカピカのテニスコートが完成いたしました。特別な日だからか、何だか今まで見て
きた彼ら（テニスコート）が、数倍大人っぽくなった様に見えるのです。お誕生日会の主役が
違うように見えるのと同じ法則なのでしょうか。早速、本人に聞いてみましょう↓↓↓

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４月２８日発行

【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６月１３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）
【申 込 み】 平成５月２０日（日）午前９時～窓口又はお電話で（３３－０６０８）
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参加者募集です♪

今大注目されている、テニスコートさんにお話を聞くことに成功！手洗い場から近い等の立地条件が整っている
ことで人気のＢ５コート氏に話を伺うことが出来た。ひとたびコート内から出た彼は意外にもチャーミングな一面を
見せたのだった。

ＴＯＰＩＸ

【テニスコート写真集】

本当にキレイにな
りました。コートだけ
ではなく、ネット等の
備品も新しくなって、
コート全体がまぶしいっ！！たくさん
利用してくださいね♪

※申込み方法は中記事の【施設利用のご案内】をご覧ください。
ご不明な点がありましたら、（３３－０６０８）へお問い合わせ
ください。たくさんのご利用、スタッフ一同お待ちしております！

【スタッフ】この度はリニューアルオープンおめでとうございます！
【コート氏】ありがとうございます。何だか照れくさいっす…
【スタッフ】以外にシャイなんですね（笑）さて、リニューアルということ

ですが、どのように変わったのですか？
【コート氏】コートの全面張り替えをしました。日本でもあまり使用されて

いないグレードの高い素材を使用してるんです。あっ、自慢し
ているワケではないんですが…
【スタッフ】いや！それは自慢していいでしょう！？

どこまで謙虚な方なんですか（笑）
【コート氏】そ、そうですか？ちなみに色も２色に

分かれています。
【スタッフ】オシャレにもこだわっているんですね！
【コート氏】それもあるんですが（笑）、プレー中

のジャッジも見易くなります。
【スタッフ】ほほ～う、利用者の立場になって考え

たコートになったわけですね。他に魅
力は？

【コート氏】ＡコートとＢコートの間に通路ができ
ました。プレー中の移動がスムーズに
いくと思いますよ。あと、ネットのワ
イヤー部分も安全な素材なので、怪我
を防ぎ、安心してテニスを楽しむこと
ができます！

【スタッフ】素晴らしい！たくさんの方に利用していただきたいですね♪最後に利用者
の方に一言お願いします。

【コート氏】長らくお待たせしました。生まれ変わった私たちを早く見て、そしてたく
さん利用していただきたいです！皆さんの喜んだ顔を見ることが私たちの
一番の幸せですから。是非、一度お越しください。１０コートだけでなく
、壁打ちさんや新しくなった審判台・ベンチさんも皆様にお会いする日を
心待ちにしています。

【スタッフ】切実なお言葉、心に響きました。本日はオープン前でお忙しい中、ありが
とうございました。

http://sports-kure.com/



◆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

市民大会 陸上競技 市民大会 サッカー（中学生）

スポーツ振興課 サッカー協会

春季陸上記録会 市民大会 サッカー（中学生）

呉市陸上競技協会 サッカー協会

ミカサカップ（高校生） 市民大会 サッカー（中学生）

サッカー協会 サッカー協会

市民大会 サッカー（小学生） 市民大会 サッカー（小学生） 中国五県１部・２部大会呉予選会 春季ダブルス

スポーツ振興課 スポーツ振興課 呉市軟式野球連盟 呉市テニス協会

芝養生 シニア硬式テニス教室①

呉市体育振興財団

芝養生

芝養生

芝養生

全日本西部地区予選（小学生） 芝養生 第７回広島大会

サッカー協会 全日本少年硬式野球連盟

トレセン（高校生） 芝養生 中国五県１部・２部大会呉予選会 春季ダブルス 予備日

サッカー協会 呉市軟式野球連盟 呉市テニス協会

芝養生 シニア硬式テニス教室②

呉市体育振興財団

芝養生

芝養生

芝養生

Ｓリーグ（中学生） 芝養生 第７回広島大会

サッカー協会 全日本少年硬式野球連盟

市民大会 サッカー（小学生）予備日 市民大会 サッカー（小学生）予備日 中国五県１部・２部大会呉予選会 市民大会

サッカー協会 サッカー協会 呉市軟式野球連盟 スポーツ振興課

芝養生 シニア硬式テニス教室③

呉市体育振興財団

芝養生

芝養生

芝養生 シニア硬式テニス教室④

呉市体育振興財団

Ｓリーグ（中学生） 芝養生

サッカー協会

県リーグ（一般） 芝養生 中国五県１部・２部大会呉予選会 市民大会 予備日

サッカー協会 呉市軟式野球連盟 スポーツ振興課

芝養生 シニア硬式テニス教室⑤

呉市体育振興財団

芝養生

芝養生

☆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
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呉市総合スポーツセンター行事予定表
平成２４年 ５月
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