
↓↓↓参加者募集↓↓↓

■ ＪＲ呉駅から約1.5km 

  自動車で約５分、徒歩で約20分 

  バス三条二河宝町循環線「プール前」または 

  熊野苗代線（焼山経由）で「上山手橋」降車 

◎お問い合わせ先◎ 

スポーツ会館窓口で申請してください。（近的・遠的

はそれぞれ申請が必要です。） 

利用希望日の前月に平日利用分は第一月曜日，土日

祝日利用分は第一土曜日に利用抽選をスポーツ会館

で行います。（抽選日は行事等の都合で，変更になる

場合がありますので，掲示や広報紙などでご確認く

ださいますよう，お願いいたします。）又、１６日以降の

申込についてはインターネットからの予約も可能です。 

利用希望日の前月１日～１０日の間に，スポーツ会館窓

口又はインターネットで申請をしてください。受け付け

た申請は調整になり，結果は１６日以降に確認できま

す。それ以降の申請は，先着順で受け付けます。 

◎野球場･屋内練習場･二河多目的グラウンド･ 

スポーツ会館アリーナの申込方法◎ 

◎テニスコート･バレーコートの申込方法◎ 

◎弓道場（近的･遠的）の申込方法◎ 
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● 利用時間は、準備・後片付けを含めた時間です。 

● 電話での受付はできませんので、スポーツ 

  会館窓口へお越しください。 

● 施設内は禁煙です。喫煙は、所定の場所でお 

  願いします。 

● 駐車スペースに限りがありますので、大会 

  等で混雑が予想される場合は、できるだけ 

  乗り合わせをお願いします。 

● ゴミは、各自でお持ち帰りください。 

● 貴重品はロッカーをご利用になるなど、各自で 

  保管し、盗難には十分に注意してください。 

● 水分補給など、体調管理にご留意ください。 

利用時間：9:00～21:00 

受付時間：火曜日～土曜日 8:30～21:00 

      月曜日・日祝日  8:30～17:00 

休 館 日：年末年始（12/29～1/3） 

平成２７年２月２６日発行 

テニスコート 

バレーコート 

１月分抽選日のお知らせ 

        平日分 

１２月４日(月) 

土日祝、平日 １７時以降分 

１２月２日(土) 

<     > 

<            > 

平成２９年１ １月２８日 発行 

ファミリースポーツデー 
 料金 小中学生１００円 

     高校生以上２００円 

時間 １８時～２０時５０分 

１２／８金   ２２金 
⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

＜     ＞ 

＜     ＞ 

毎月２回、金曜日の午後６時からはファミリースポーツデー！１回料金で道具の貸出

もある ので気軽に参加できます。予約も不要で当日窓口で手続きを済ませるだけ！ 

楽しみながら体を動かしてみませんか？ 今回の日程は下記のとおりです。 

■ 呉市スポーツ会館 

  〒737-0818  呉市二河町１－８ 

  ＴＥＬ：0823-22-1264（事務所） 

          ：0823-25-5722（トレーニング室） 

■ 二河球場 

  〒737-0818 呉市二河町１－８ 

  ＴＥＬ：0823-22-0799  

◎アクセス◎ 

≪年末年始の休館についてお知らせ≫ 

平成29年12月29日(金)～平成30年1月3日(水)迄 

※12月28日(木)及び1月4日(木) 

  の開館は午後５時迄です。 

トレーニングジム 中高年にやさしい健康体操 

女性ソフトエアロビクス ＺＵＭＢＡ 

【期 間】 1/15～3/26 （月曜日  計１0回） 

【時 間】 １９：００～20：３０           

【料 金】 ３,５００円 

【定 員】 ２５名（※定員を超えた場合は抽選） 

【対 象】 18歳以上 

【申 込】 １２/１８（月）～１/４（木） 17時迄   

【期 間】 1/1６～3/2０ （火曜日  計１0回） 

【時 間】 １３：３０～1５：００           

【料 金】 ４,０００円 

【定 員】 ２５名（※定員を超えた場合は抽選） 

【対 象】 18歳以上 

【申 込】 １２/１８（月）～１/４（木） 17時迄 

ピラティス＆ヨガ ボール＆フィットネス 

【期 間】 1/1６～3/2０ （火曜日  計１0回） 

【時 間】 １０：００～１１：３０           

【料 金】 ４,０００円 

【定 員】 30名（※定員を超えた場合は抽選） 

【対 象】 18歳以上 

【申 込】 １２/１８（月）～１/４（木） 17時迄 

【期 間】 1/1６～3/2０ （火曜日  計１0回） 

【時 間】 １１：４５～１３：１５            

【料 金】 ４,０００円 

【定 員】 ２５名（※定員を超えた場合は抽選） 

【対 象】 18歳以上 

【申 込】 １２/１８（月）～１/４（木） 17時迄 

スキー＆スノーボード（大佐） 

【実施日】 ２/３（土曜日） （大佐山スキー場） 

【料 金】 高校生以上４,５００円 小･中学生３,０００ 

【定 員】 ７０名（スキー50名／スノーボード20名：各先着順） 

【対 象】 小学生以上（小学生は保護者同伴） 

【申 込】 １２/２０（火）～１/１５（月） 17時迄  

教室の問合せ・申込は     

♥ 呉市スポーツ会館へ ♥    

☆電 話：２２－１２６４     

【期 間】 1/9～3/27 （火曜日  計１２回） 

【時 間】 １３：30～１５：００            

【料 金】 ４，２００円 

【定 員】 ７０名（※定員を超えた場合は抽選） 

【対 象】 概ね５０歳以上の女性 

【申 込】 １２/7（木）～１２/20（水）  17時迄  

【期 間】 1/15～3/26 （月曜日  計１0回） 

【時 間】 A:13:00～14:30、B:14:45～16:15 

【料 金】 各5,0００円 

【定 員】 各２３名（※定員を超えた場合は抽選） 

【対 象】 18歳以上 

【申 込】 １２/15（金）～１２/28（木） 17時迄    



１２　月　の　行　事　予　定　表

※ 行事予定は変更になる場合があります。
※ 月間行事予定表は体育振興財団ホームページ（http://sports-kure.com/)でもご確認いただけます。

時間 １８時～２０時５０分 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

行 事 名 主催者 主催者 行 事 名 主催者 行 事 名 主催者 行 事 名 主催者 行 事 名 主催者

休み 休み

休み

31(日) 休み 休み 休み 休み

休み 休み 休み

休み 休み

30(土) 休み 休み

29(金) 休み 休み 休み 休み

17:00迄

健康体操
（予備日）

財　団

28(木)
清掃

17:00迄 17:00迄 17:00迄 17:00迄 17:00迄

27(水)

26(火)
ﾋﾟﾗﾃｨｽ&ﾖｶﾞ
ﾎﾞｰﾙ&ﾌｨｯﾄﾈｽ

ZUMBA

財　団

会議室

ﾘｰﾀﾞｰ研修会
ｽﾎﾟｰﾂ

少年団

23(土) 近郊交流大会
仁方

ｼﾞｭﾆｱﾒｯﾂ

25(月)

24(日) 軟式野球大会
安登少年

野球ｸﾗﾌﾞ

ﾘｰﾀﾞｰ研修会
ｽﾎﾟｰﾂ
少年団

天皇誕生杯 市弓連

22(金) 整　備 ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団

21(木) 整　備

気功太極拳
教室（予備日）

財　団20(水)

健康体操 財　団19(火)
ﾋﾟﾗﾃｨｽ&ﾖｶﾞ
ﾎﾞｰﾙ&ﾌｨｯﾄﾈｽ

ZUMBA

財　団
会議室

卓球大会
中央東ク

協友ク

焼山ク

18(月)

市弓連

17(日) 軟式野球大会
安登少年

野球ｸﾗﾌﾞ 納会 百 歳 会

ｼﾞｭﾆｱ
陸上教室

財　団 月例会16(土) 会長杯
呉中央

シニア

15(金) 整　備
テニス教室

(予備日)
財　団

13(水)

14(木) 整　備

気功太極拳
教室

財　団

12(火)
ﾋﾟﾗﾃｨｽ&ﾖｶﾞ
ﾎﾞｰﾙ&ﾌｨｯﾄﾈｽ

ZUMBA

財　団
会議室

整　備
健康体操

キッズ体操
財　団

11(月) 整　備

10(日) 会長杯
呉中央
シニア

強化合宿
（中学生）

ｿﾌﾄﾃﾆｽ
連　盟

9(土) 会長杯
呉中央
シニア

強化合宿
（中学生）

ｿﾌﾄﾃﾆｽ
連　盟

子ども
ＧＧ大会

第 ６ 区

社福協会

財　団 ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団8(金) 整　備
テニス教室

(予備日)

気功太極拳
教室

財　団

7(木) 整　備

1～4
コート
整備

健康体操
キッズ体操

財　団

4(月)

6(水)

5(火)
ﾋﾟﾗﾃｨｽ&ﾖｶﾞ
ﾎﾞｰﾙ&ﾌｨｯﾄﾈｽ

ZUNBA

財　団
会議室

テニス教室
(予備日)

財　団
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞ教室

（予備日）
財　団

3(日) 野球講習会 財　団 百射会 市弓連
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
大会

中央中
体　協

第5回空手道
技術講習会

市空手道

連盟

2(土) 野球講習会 財　団
ｼﾞｭﾆｱ

陸上教室

財　団1(金) 整　備 テニス教室 

財　団

2017年12月(平成29年）行事予定表

日
(曜日)

二 河 野 球 場 テ ニ ス コ ー ト バ レ ー ボ ー ル 場 多目的グラウンド スポーツ会館(アリーナ) 弓 道 場

行事名

空白 ＝練習日
11月20日現在

※整備等の都合により,予定が変更することがあります。

　  早いもので、もう師走ですね。気心の知れた仲間と飲み食いする、忘年会シーズン。
 飲み過ぎ食べ過ぎに注意して、仲間との楽しいコミュニケーションの時にしたいですね。

　私ら世代の運動部の飲み会は、それはそれは怖ろしい…いえ愉しいものでした。　　
　ある日の飲み会で完全に潰された私は、猿の着ぐるみを着せられて中通りに放り出されました。
　そしてバナナを買ってこい、と先輩たちから命令を受けました。２５年前の呉には、コンビニなど
　数件しかなく、バナナを入手する術がなかったのです。『先輩の命令は絶対』の昭和な運動部　　　
　途方に暮れた私は、『安佐動物園の帰り道を教えてくれ!』と、中通りを歩く人々に絡む絡む…
　同期の仲間に捕獲され連れ戻された、と後日聞かされました。怖ろし、いえ愉しい時でした。

　　　　　　　さて今月は、空手道一筋45年の中寿賀弘二さんをご紹介します。
　　　　　現在は指導者として、幼児から学生・一般まで教えていらっしゃいます。

　 私事ですが、３０年前に妹が県代表で国体に出場しました。高校時代の我が妹のことを、当時
 ご指導くださった中寿賀さんは、覚えていてくださいました。スポーツのご縁を感じます(≧▽≦)
 中寿賀さん、どうぞいつまでも、子供たちの心身を鍛え、そして見守ってあげてください。

☆ご案内☆
お正月太り解消ストレッチ講習会

１月１２日（金）
A:13:00～14:00 B:14:00～15:00

○受 付：12月２0日（水） １０：００～

○対 象：１８歳以上○定 員：Ａ・Ｂ各5名
（※定員になり次第受付終了します。

お早めにご予約ください。）

○参加料：無料
（※トレーニング室料￥４２０が必要です）

○会場・お申込み先：呉市スポーツ会館（２F）トレーニング室

☎０８２３－２５－５７２２（＊電話受付のみ）

18歳ごろに、会社の先輩に誘われて、空手部に入ったのが

きっかけで、日本空手道糸洲会に所属して現在に至ります。

今は膝が痛くなったので、大会には出ていませんが、

60歳まではマスターズにも出ていました。

現在、全日本空手道連盟公認、５段！！

東京オリンピックの追加競技手目として、『空手』が決定され

ました。夢のまた夢であったことが現実となり、喜びと共に、

身の引き締まる思いです。日本には良い選手が多いので、

上位も狙えると思います。２０２４年はパリオリンピックなので
空手の盛んなフランスに繋がることを期待しています。

広島県期待の星☆☆☆

春の選抜・夏のインターハイ・秋の国体

全て、全国3位の高校三年生！

警固屋体育館を主にして、老若男女20人

くらいで鍛錬しています。技術の向上だけ

ではなく、礼儀も重んじて指導しています。

とはいえ、大きな声がなかなか出ません。
一生懸命に稽古しても成果が表れない子、

要領よく上達していく子、どの子もみんな、

元気になってくれればよいと思います。


