
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。 
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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/ 

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

☆ 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。

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

5分間 １００円

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

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。） 

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。 

【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。 

受付嬢からのひとこと 

 
【日にち】１０月２９日～１１月２６日の水曜日（合計５回） 
【時 間】午前９時３０分～午前１１時３０分  
【場 所】多目的グラウンド 
【対 象】１８歳以上 
【料 金】１，５００円 
【定 員】４０名（申し込み多数の場合は抽選） 
 
【申 込】１０月 ５日（日）午前９時から 
     １０月１５日（水）午後５時までに電話又は 
          直接センターへ 
     ＊休所日(原則月曜日）の受付は行っていません。 
【持参物】運動の出来る服装と靴、水分補給ドリンク 
【申込先】呉市総合スポーツセンター 
     ＴＥＬ（０８２３）３３－０６０８ 

グラウンドゴルフ教室 

□ 総合スポーツセンターは「屋外の競技場が主である」、「公共交通機関 
が不便である」、「芝の管理にとても注意が必要で、使用できない場合があ 
る」などの特別な事情により、施設の電話予約が利用日の７日前からできる 
システムをとっています。とても便利なものですので、ぜひご活用ください。 
ただし、一度電話予約をされると利用料金の支払いが必要となって、キャン 
セルや時間変更ができませんのでご了承ください。 

 

□ 弓道場をご利用いただいている皆様にお願いします。 

弓道場の安土は、稽古が終わられましたら手入れをお願いします。 
ただ、安土の手入れは少し慣れないと難しいこともありますので、よくわから 

ない方は、竹ぼうきでかき上げるだけでも結構ですので、道場環境を整えるこ 
とにご協力ください。 
 “安土に水が無ければ砂は崩れ落ち、多すぎると流れ出す。適当にまかれた 
  水は目に見えないところでしっかりと安土をささえる。弓道には、安土の 
  水の如く内面的な心の強さや努力が必要である。” 
 



　　

平成２６年９月２０日現在 平成２６年９月２０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

小学校記録会 小学校記録会 小学校記録会 小学校記録会

学校安全課 学校安全課 学校安全課 学校安全課

高校選手権準々決勝 高校選手権準々決勝 焼山ジュニア大会（準備）

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

トレセン（小学生） 焼山ジュニア大会 焼山ジュニア大会 スポーツ少年団ソフトテニス大会

呉市サッカー協会 呉市軟式野球連盟 呉市軟式野球連盟 音戸スポーツ少年団

グラウンドゴルフ教室②

呉市体育振興財団

くれしんグラウンドゴルフ大会 くれしんグラウンドゴルフ大会

呉信用金庫 呉信用金庫

くれしんグラウンドゴルフ大会（予備日） くれしんグラウンドゴルフ大会（予備日） (野球場整備日）

呉信用金庫 呉信用金庫

ユースリーグ（中学生） 呉市民体育大会（サッカー・高校生） 府中緑ヶ丘中学校招待交流試合 第１17回呉ジュニアソフトテニス研修会

呉市サッカー協会 スポーツ振興課 府中緑ヶ丘中学校 広長浜スポーツ少年団

クラブユース（中学生） 南支部県少年決勝大会（小学生） 軟式野球リーグ戦 全日本小学校県予選大会（個人）

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 呉ウインターリーグ 呉市ソフトテニス連盟

グラウンドゴルフ教室③

呉市体育振興財団

第９回グラウンドゴルフ交歓大会会長杯

呉グラウンドゴルフ協会

第９回グラウンドゴルフ交歓大会会長杯（予備日）

呉グラウンドゴルフ協会

ユースリーグ（中学生） 呉市民体育大会（サッカー・高校生） 呉・賀茂地区新人大会 呉・賀茂地区新人大会

呉市サッカー協会 スポーツ振興課 中体連 中体連

シニアリーグ（一般） シニアリーグ（一般） 呉・賀茂地区新人大会（予備日） 全日本小学校県予選大会（団体）

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 中体連 呉市ソフトテニス連盟

グラウンドゴルフ教室④

呉市体育振興財団

ＪＡ杯リーグ戦（小学生）
中国実業団長距離記録会 ＪＡ杯リーグ戦（小学生） 県高校ソフトテニス新人戦（個人）

呉市サッカー協会/中国実業団陸上競技連盟 呉市サッカー協会 県高校ソフトテニス連盟

リーグ戦（小学生） リーグ戦（小学生） 県高校ソフトテニス新人戦（予備日）

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 県高校ソフトテニス連盟

トレセン（中学生） トレセン（高校生） スポーツ少年団ソフトテニス大会（予備日）

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 音戸スポーツ少年団

グラウンドゴルフ教室⑤

呉市体育振興財団

トレセン（高校生） 郵便局杯（小学生） 第６回野村謙二郎ＣＵＰ西日本大会 マツダ・三菱重工対抗戦

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 リトルシニア マツダ親和会硬式テニス部

４種交流戦（小学生） リーグ戦（一般） 第６回野村謙二郎ＣＵＰ西日本大会 マツダ硬式テニス大会

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 リトルシニア マツダ親和会硬式テニス部

休　 　所　 　日

休　 　所 　　日

休　 　所　 　日

☆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/）からご覧いただけます
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呉市総合スポーツセンター行事予定表
平成２６年　１１月
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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

呉市グラウンドゴルフ大会 呉市グラウンドゴルフ大会

呉市体育振興財団 呉市体育振興財団

呉市グラウンドゴルフ大会（予備日） 呉市グラウンドゴルフ大会（予備日）

呉市体育振興財団 呉市体育振興財団

（野球場整備日）

広島県高校生記録会（陸上競技） トレセン（高校生） ２０１４年度秋季中国大会

呉市陸上競技協会 呉市サッカー協会 リトルシニア

高円宮杯（中学生） リーグ戦（一般） ２０１４年度秋季中国大会 全呉選手権ダブルス

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 リトルシニア 呉市テニス協会

リーグ戦（小学生） リーグ戦（小学生） ２０１４年度秋季中国大会 アシニスカップ大会

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 リトルシニア アシニスクラブ

高円宮ユースリーグ（中学生） リーグ戦（一般） 理事長杯 全呉選手権ダブルス（予備日）

呉市サッカー協会 呉市サッカー協会 呉市軟式野球連盟 呉市テニス協会

トレセン（中学生） 呉市体育祭（サッカー・一般） ２０１４年度秋季中国大会

呉市サッカー協会 スポーツ振興課 リトルシニア

（野球場整備日）

高校選手権２次リーグ（高校生） 高校選手権２次リーグ（高校生） ２０１４年度秋季中国大会 西日本小学校県予選大会（個人）

県サッカー協会 県サッカー協会 リトルシニア ソフトテニス連盟

高円宮ユースリーグ（中学生） 呉市体育祭（サッカー・一般） 呉市体育祭（軟式野球） 西日本小学校県予選大会（団体）

呉市サッカー協会 スポーツ振興課 スポーツ振興課 ソフトテニス連盟

呉市体育祭（準備） 呉市体育祭（準備）

スポーツ振興課 スポーツ振興課

中学校新人大会（陸上競技）／安芸郡長距離記録会 ＭＨＰＳ大会呉予選（小学生） 呉市体育祭（準備） 「呉オープン」ジュニアソフトテニス大会（予備日）

中体連／安芸郡陸上競技協会 呉市サッカー協会 スポーツ振興課 ソフトテニス連盟

呉市体育祭／東広島長距離記録会 呉市体育祭（サッカー・一般） 呉市体育祭（軟式野球） 呉市体育祭（硬式テニス）

スポーツ振興課／東広島陸上競技協会 スポーツ振興課 スポーツ振興課 スポーツ振興課

グラウンドゴルフ教室①

呉市体育振興財団

（野球場整備日）
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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/）からご覧いただけます

呉市総合スポーツセンター行事予定表
平成２６年　１０月

1 水

2

休　　所　　日

休　　所　　日

休　　所　　日

休　　所　　日


