
↓↓↓参加者募集↓↓↓

【実施日】 平成３０年２月３日（土） 

【対 象】 小学生以上の初心者（小学生は保護者同伴） 

【定 員】 スキー：５０名、スノーボード：２０名 

【参加費】 ４，５００円（小・中学生３，０００円） 

      ※バス代・受講料・傷害保険料他含む 

      ※レンタル品(貸スキー､貸ウェア)・リフト券代は別料金 

【場 所】 大佐スキー場（山県郡北広島町） 

【受 付】 平成２９年１２月２０日（水）～  平成３０年１月１５日（月） 

                  １７時迄にスポーツ会館へ。※先着順             

        ★詳しくはスポーツ会館へお問合わせください★ 

■ 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 

２月分抽選日のお知らせ 

平日分 

１月１２日（金） 

土日祝、平日  １７時以降分 

１月１３日（土） 

<     > 

<              > 

平成２９年１２月２６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 

１／１２金、１／２６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◎ 

教室参加者募集 Tel：（０８２３）２２－１２６４ 

【テニスコート（５～８コート）改良工事について】 

   テニスコートの５～８番コートの土壌改良工事を行います。以下の日程については、利用す 

  ることが出来ません。皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。 

  ● 場 所 ：呉市テニス場 ５～８番コート 

  ● 期 間 ：平成３０年１月２９日(月)～３月１６日(金) 

 
 ≪年末年始の休館についてお知らせ≫ 
平成２９年１２月２９日～平成３０年１月３日迄 

※１２月２８日及び１月４日 

 の開館は午後５時迄です。 

    ↓↓↓ スポーツ会館よりお知らせです！ ↓↓↓ 



１　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

注：１／15～ スポーツ会館エレベーター改修工事を実施します。*１：ﾋﾟﾗﾃｨｽ&ﾖｶﾞ､ﾎﾞｰﾙ&ﾌｨｯﾄﾈｽ､ZUMBA 各教室開催

財　団

ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団
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新春大会
(１～４コート)

百歳会

31(水) 芝養生
5～8コート
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30(火)
芝養生
*１

財　団
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5～8コート
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ｼﾞｭﾆｱ
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23(火)
芝養生
*１

財　団
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健康体操 財　団
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ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ大会
中央中

体　協

市弓連
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ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞ教室 財　団
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*１

財　団
会議室

15(月) 芝養生

13(土) 芝養生

14(日) 芝養生

ｼﾞｭﾆｱ
陸上教室

財　団

12(金) 芝養生 ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団

11(木) 芝養生

健康体操 財　団

５～８コート
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9(火)
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*１

財　団
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射初会8(月) 芝養生 市弓連
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2018年1月(平成30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
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6(土) 芝養生

3(水) 休み 休み 休み

休み

休み

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。

　　　　　皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
　　　　平成30年、いよいよ平昌オリンピックが開催されますね。　平和の象徴のオリンピック
　　　　のはずですが、外交的不穏な空気が流れているのが残念です。スポーツの祭典には
　　　　多くの感動が生まれます。感動は、人種や宗教、国境を越えて人間を一つにします。
　　　　人間を一つにする力がスポーツには有り、その力を生み出すのは、紛れもなく人間！！　　　　　　　　　　　
　　　　人って素晴らしい！と世界中の人と共感できるオリンピックになれば良いと思います。

　　　　　さて今月は、11月の全国大会を終えた生駒さんに、インタビューさせて頂きました。

　　　　　　2017　ＷＯＲＬＤ　ＬＥＧＥＮＤＳ　ＣＬＡＳＳＩＣ   inビッグサイト

　　　大会前日に東京入り。夜中にスプレータンニング（ボディーペイント）してもらうために　　　
　　　柏まで行き、三時ごろに寝た。そして7時には起きる…あ～らら4時間しか寝てない💦

　　　移動は電車だけど、迷うし人は多いしで、疲れ果てて会場に着く。コンディション悪！
　　　とはいえ、全国大会の雰囲気は格別だ。華やかで、ノリも良く、見るもの全てが珍しく

　　　キョロキョロしてしまった。名前が知られている選手が間近にいて少しワクワクした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★選手が多くてアップのスペースが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　狭かったので、譲り合って交代で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンプアップした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　★バックステージでは、周りの選手の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大きさに圧倒されて緊張したけど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞台に立ったら、案外と楽しめた。

　　　　  　  　　　 お正月太り解消ストレッチ講習会

　 　　　　　　　　　　　  ○受　 付：12月２0日（水）　  １０：００～
   　　　　　　　　　 　　 ○対　 象：１８歳以上 ○定 　員：Ａ・Ｂ各5名

☆ご案内☆
ストレッチポール講習会

2月2日（金）
A:13:00～14:00 B:14:00～15:00

受 付：1月２0日（土） 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）

大会の翌日

世界チャンピオンの

アイリスの講習を

選手達と受けた。

上の階級で

優勝した人と

はいナマステ～！

同じ階級の

優勝した人と

はいチーズ！

よりサイズアップを目指して

『食事』➡

『トレーニング』➡

「回復』のサイクルを

キッチリとやっていく
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