
陸上競技場をはじめ、砂入り人工芝のテニスコート、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２６年６月２８日発行 

http://sports-kure.com/ 

ＦＡＸ ０８２３－３３－０８２０ 
ｅ-mail qqaa65x9n@hop.ocn.ne.jp 

〒７３７－０１６１ 
呉市郷原町ワラヒノ山地内 

【日にち】７月３０日～８月２７日の水曜日 
    （合計５回） 
【時 間】午前９時３０分～午前１０時３０分 

【場 所】陸上競技場会議室 
【対 象】小学１年生～小学４年生 
【料 金】１，５００円 
【定 員】１５名 
    （申し込み多数の場合は抽選） 
【申 込】７月６日（日）～７月１６（水） 
          までに電話又は直接センターへ。 

【持参物】運動の出来る服装、 

     室内用シューズ、 
          フェイスタオル、 

     水分補給用ドリンク 
【申込先】呉市総合スポーツセンター 
     ＴＥＬ（０８２３）３３－０６０８ 

【日にち】７月３０日～８月２７日の水曜日 
    （合計５回） 
【時 間】午前１０時４５分～午後０時１５分 

【場 所】陸上競技場会議室 
【対 象】小学５年生～中学１年生 
【料 金】１，５００円 
【定 員】１２名 
    （申し込み多数の場合は抽選） 
【申 込】７月６日（日）～７月１６（水） 
          までに電話又は直接センターへ。 

【持参物】運動の出来る服装、 

     室内用シューズ、 

          フェイスタオル、 
     水分補給用ドリンク 

【申込先】呉市総合スポーツセンター 
     ＴＥＬ（０８２３）３３－０６０８ 

【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。） 

単位

一般 高校生以下

１日
（大会使用）

２０，０００円１０，０００円

１時間
（サッカー大会使用）

２，２００円 １，１００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 １，４００円 ７００円

１／２ １時間 ７００円 ３５０円

１／４ １時間 ３５０円 １７０円

１時間 ５００円 ２５０円

１時間 １２００円 ６００円

専用使用 １時間 ７００円 ３５０円

個人使用 １人１回 ２００円 １００円

施設名 アマチュアスポーツに使用する場合

陸上競技場※１

（個人使用）

多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

テニスコート

野球場

弓
道
場

単位 使用料

２００円

４００円

２００円

単位 使用料

陸上競技場 １，０００円

多目的グラウンド １，０００円

テニスコート（１面） ２００円

野球場 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

１時間

１時間

施設名

管理棟会議室（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）

施設名

夜
間
照
明

トレーニング 中学生以上 １人１回 １００円

※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。 

☆ 雨など天候の悪い場合、使用可能か、総合スポーツセンターに連絡してください。

【受付時間】 午前９時～午後７時 
【利用時間】 午前９時～午後９時 
【 休所日 】  毎週月曜日 

         （祝日の場合、翌日） 

【アクセス】 
 ●呉駅より、１番のりばから苗代 
   下条行き（昭和支所経由） 
   「苗代」で下車し、徒歩約15分。 
  ●呉駅より、2番のりばから苗代 
  下条行き(平原経由）「苗代」で 

  下車し、 徒歩約15分。 

  ●呉駅より、2番のりばから熊野 

   営業所行き（平原経由）「苗代」 

     で下車し、徒歩約15分。 

センターがあ
れこれつぶや
いています。 

ひろしま公共施設予約サービス アドレス https://yoyaku.e-harp.jp/hiroshima/ 

【日にち】８月１９日～９月２６日の 

     火曜日と金曜日（合計１０回） 

【時 間】午後６時３０分～午後８時３０分 

【場 所】テニスコート（Ａコート） 

【対 象】１８歳以上 

【料 金】３，５００円 

【定 員】３０名（申し込み多数の場合は抽選） 

【申 込】７月２７日（日）～８月５日（火） 

          までに電話又は直接センターへ。 

【持参物】運動の出来る服装、フェイスタオル、 

     テニスシューズ、水分補給用ドリンク 

【申込先】呉市総合スポーツセンター 

      ＴＥＬ（０８２３）３３－０６０８ 

【日にち】７月２４日～８月２８日の 

     火曜日と木曜日（合計１０回） 

【時 間】午後６時～午後７時３０分 

【場 所】多目的グラウンド 

【対 象】年中～小学３年生 

【料 金】２，５００円 

【定 員】５０名（申し込み多数の場合は抽選） 

【申 込】７月１日（火）～７月１０日（木） 

          までに電話又は直接センターへ。 

【持参物】運動の出来る服装、サッカーシューズ、 

     水分補給用ドリンク 

【申込先】呉市総合スポーツセンター 

     ＴＥＬ（０８２３）３３－０６０８ 



　　

平成２６年６月２８日現在 平成２６年６月２８日現在 

ＴＥＬ（0823）33-0608

日 曜日 陸上競技場 多目的グラウンド 野球場 テニスコート

中国地区高専体育大会（サッカー） 中国地区高専体育大会

呉高専 呉高専

中国地区高専体育大会（サッカー） 中国地区高専体育大会（サッカー） 2014日本選手権中国支部大会 中国地区高専体育大会

呉高専 呉高専 リトルシニア 呉高専

中国地区高専体育大会（サッカー） 市民大会（一般） 西日本呉予選会 中国地区高専体育大会

呉高専 サッカー協会 呉市軟式野球大会 呉高専

広島県高校生記録会 GFフェスタ（中学生） 府中緑ヶ丘中招待交流試合 スポーツ少年団交歓ソフトテニス大会

呉市陸上競技協会 サッカー協会 府中緑ヶ丘中学校 スポーツ少年団本部

GFフェスタ（中学生） GFフェスタ（中学生） 学童選手権南部大会 夏季ダブルス

サッカー協会 サッカー協会 呉市軟式野球連盟 呉市テニス協会

ソフトテニス教室①

呉市体育振興財団

ユースリーグU13 ユースリーグU13(中学生） ソフトテニス教室②

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 呉市体育振興財団

高円宮杯（中学生） 高円宮杯（中学生） 西日本呉予選会 夏季ダブルス 

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 呉市軟式野球大会 呉市テニス協会

高円宮杯（中学生） 高円宮杯（中学生） アシニスカップテニス大会

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 アシニスクラブ

サンフレッチェカップ サンフレッチェカップ

サンフレッチェ広島 サンフレッチェ広島

サンフレッチェカップ
サンフレッチェカップ

夏休みサッカー教室①
ソフトテニス教室③

サンフレッチェ広島 サンフレッチェ広島／呉市体育振興財団 呉市体育振興財団

サンフレッチェカップ サンフレッチェカップ

サンフレッチェ広島 サンフレッチェ広島
第65回呉地区高校選手権

呉市中学校選手権
芝養生 第１２回会長旗争奪大会 ソフトテニス教室④

高体連／中体連 広島南リトルシニアリーグ 呉市体育振興財団
第65回呉地区高校選手権

呉市中学校選手権
芝養生 西日本呉予選会 第１１４回呉ジュニアソフトテニス研修会

高体連／中体連 呉市軟式野球大会 広長浜ソフトテニススポーツ少年団

東広島総合体育大会 夏休みサッカー教室② ソフトテニス教室⑤

東広島陸上競技協会 呉市体育振興財団 呉市体育振興財団
東広島総合体育大会

ヒップホップダンス教室①（会議室）
呉市選手権（サッカー）

東広島陸上競技協会／呉市体育振興財団 中体連
呉市選手権（サッカー）
夏休みサッカー教室③

ソフトテニス教室⑥

中体連／呉市体育振興財団 呉市体育振興財団

呉市総合スポーツセンター行事予定表
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☆各競技場の空き状況はひろしま公共施設予約サービス（https://yoyaku.e-harp.jp/hiroshima/）からご覧頂けます
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ＴＥＬ（0823）33-0608

日 曜日 陸上競技場 多目的グラウンド 野球場 テニスコート

中国・四国・九州親善交流大会

呉港高等学校

スポ少サマーカップ（小学生） スポ少サマーカップ（小学生） 黒瀬ジュニア大会 ソフトテニス教室⑦

サッカー協会 サッカー協会 呉市軟式野球連盟 呉市体育振興財団

スポ少サマーカップ（小学生） 黒瀬ジュニア大会 黒瀬ジュニア大会

サッカー協会 呉市軟式野球連盟 呉市軟式野球連盟

夏休みサッカー教室④ 中国・四国・九州親善交流大会 ソフトテニス教室⑧

呉市体育振興財団 呉港高等学校 呉市体育振興財団

ヒップホップダンス教室② 中国・四国・九州親善交流大会

呉市体育振興財団 呉港高等学校

夏休みサッカー教室⑤ 中国・四国・九州親善交流大会 ソフトテニス教室⑨

呉市体育振興財団 呉港高等学校 呉市体育振興財団

ジュニアオリンピック／東広島長距離記録会 ヤングスターズ近郊野球大会 ヤングスターズ近郊野球大会 １年生大会／ソフトテニス教室⑩

きて呉んさいクラブ／東広島陸上競技協会 呉市軟式野球連盟 呉市軟式野球連盟 高体連／呉市体育振興財団

親子陸上講習会 ヤングスターズ近郊野球大会 ヤングスターズ近郊野球大会 第１１５回呉ジュニアソフトテニス研修会

呉市文化振興課 呉市軟式野球連盟 呉市軟式野球連盟 広長浜ソフトテニススポーツ少年団

夏休みサッカー教室⑥ 第２９回呉ファイターズ全国親善大会

呉市体育振興財団 呉ファイターズ

ヒップホップダンス教室③ 第２９回呉ファイターズ全国親善大会

呉市体育振興財団 呉ファイターズ

第２９回呉ファイターズ全国親善大会

呉ファイターズ

西日本ジュニアユースフェスティバル（中学生） 第46回郷原青少年ソフトボール大会 第２９回呉ファイターズ全国親善大会

サッカー協会 呉市郷原町市民センター 呉ファイターズ

サマーカップ（小学生）／呉市長距離記録会 サマーカップ（小学生） OB大会

サッカー協会／呉市陸上競技協会 サッカー協会 府中広島2000

サマーカップ（小学生） サマーカップ（小学生） 西日本大会 広島県小学校総合体育大会

サッカー協会 サッカー協会 呉市軟式野球連盟 ソフトテニス連盟

夏休みサッカー教室⑦ 硬式テニス教室①

呉市体育振興財団 呉市体育振興財団

ヒップホップダンス教室④ 三校定期親善大会

呉市体育振興財団 呉港高等学校

夏休みサッカー教室⑧ 新人大会地区予選

呉市体育振興財団 高体連

新人大会地区予選／硬式テニス教室②

高体連／呉市体育振興財団

西日本ＪＹフェスタ（中学生）／小学生サッカー講習会 西日本ＪＹフェスタ（中学生） ２０１４年度卒団大会 呉地区ジュニア（高校生）

サッカー協会／呉市体育振興財団 サッカー協会 少年野球連盟 ソフトテニス連盟

西日本ＪＹフェスタ（中学生） 西日本ＪＹフェスタ（中学生） ２０１４年度卒団大会 呉市民体育大会（高校生）

サッカー協会 サッカー協会 少年野球連盟 呉市スポーツ振興課

夏休みサッカー教室⑨ 硬式テニス教室③

呉市体育振興財団 呉市体育振興財団

ヒップホップダンス教室⑤

呉市体育振興財団

夏休みサッカー教室⑩

呉市体育振興財団

硬式テニス教室④

呉市体育振興財団

高校サッカー選手権大会 高校サッカー選手権大会 中四国ガス親善軟式野球大会 第１１７呉ジュニアソフトテニス研修会

広島県サッカー協会 広島県サッカー協会 呉市軟式野球連盟 広長浜ソフトテニススポーツ少年団

高校サッカー選手権大会 高校サッカー選手権大会 中四国ガス親善軟式野球大会 アシニスカップ大会

広島県サッカー協会 広島県サッカー協会 呉市軟式野球連盟 アシニスクラブ

19

15

☆各競技場の空き状況はひろしま公共施設予約サービス（https://yoyaku.e-harp.jp/hiroshima/）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
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