
第36回全国シニアソフトボール大会　　5/25～5/28（入船山公園）

　南は沖縄県から北は長野県までの52チームが参加し
て熱戦が繰り広げられました。全体を見わたすと，昭
和7年生まれ(86歳)の選手が2名登録されていました。
昭和18年生まれ(75歳)以上となれば122名の方が選
手登録されていました。
　いずれのチームも強者ぞろいです。はつらつとした
動きで，好プレー続出となりましたが，なかには珍プ
レーも見られました。みなさんの笑顔がこの大会の意
義を象徴するものとなり，ますますの発展を願ってや
みません。

大屋根工事，いよいよ大詰め，完成間近 上部耐震補強も仕上げ段階

大規模改修工事の進捗状況

２０１号室 (空調含む) １時間

平成３０年　６月２８日　　呉市体育振興財団　呉市体育館

単位時間 使用料

４００円
☆入場料を徴収する場合は，基本料金の１.５倍とし，広告・宣伝等の商業活動の場合は３
倍に相当する額とする。
☆時間外で使用する場合基本使用料の２倍とする。準備・後始末の場合，基本料金と同額
とする。

展示用パネル(１組) ５０円

１時間 ２００円

※　twitter　で情報をつぶやいています。

　　　　　　　　　　アクセスはこちらから　　⇒
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呉市体育館では、事務所の出入り口横にAEDを設置しています。

月号

102・103号室 (空調含む)

コンセント(器具１台)

呉市体育館会議室等利用について
利用時間　　　９：００　～　21：00　（１時間単位での貸し出しです）

器具使用料(１日)

施　　設　　名

２００円

　6月1日の時点で進捗状況61％となっています。1階ロビーのトイ
レも少しずつ形ができつつあります。また，サブコートの床面の高さ
が，メインアリーナと同じ高さとなります。器具等の移動がスムーズ
になることと思います。
　スタンドは従前のままで，改修の対象となっていません。スタンド
の上は耐震補強のために鉄骨で補強されています。また，照明器具の
LED化，エアコンの設置及び配管，足場撤去の後に床貼りなど内装仕
上げに着手されます。これまで，サブコートの北側を倉庫代わりに
使っていましたが，新しくシャワー室と更衣室として使用します。倉
庫が2か所無くなります。今の間にリニューアル後の計画を立ててい
きたいと思います。

決勝戦　　戸坂ジャガーズ(広島)　対　落合ソフトボールクラブ(広島)の様子

　　第30回広島県小学生総合体育大会(ソフトボール競技の部)
　　第32回全日本小学生男・女ソフトボール大会広島県予選　　　6月9日(土)・10日(日)

　1日目は気温30℃に達するかと思える暑
さの中での試合となりました。水分補給な
ど各チーム工夫をされていました。2日目
は雨の心配もありましたが，予定通り終了
することができました。
　決勝戦は，優勝した戸坂ジャガーズと準
優勝の落合ソフトボールクラブの対戦とな
りました。両チームとも全国大会に出場し
ます。

呉市体育館だより
活き活きスポーツで、拡げよう！　深めよう！　人の和！

呉市体育館だより

呉市体育館　〒737-0051　呉市中央１丁目１番１号

TEL 0823-25-3475 FAX　0823-26-6271

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1528270105/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTAucGltZy5qcC8wMTMvNzEzLzQzMC8xLzEzNzEzNDMwLmpwZw--/RS=^ADBgPgzn510ULOR6Pu8I4iH.CE9V1I-;_ylt=A2Riol6ZOxZbdQUAtiqU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1528270777/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cua29iZWxjby1reW9zaHUuY29tL3dwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yRF8wMS5naWY-/RS=^ADBxglENS6TrK5v4FEaTVW2dSy8jko-;_ylt=A2RCL604PhZb9CQA8jSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


練　習　日 練　習　日

練　習　日 練　習　日

ソフトボール　呉地区少年ソフトボール大会

練　習　日 練　習　日

練　習　日

火

練　習　日 練　習　日

木

金

月2

4

5

3

6

水

9

1

土

日

練　習　日

ソフトボール　シニア・実年大会

練　習　日 練　習　日

ソフトボール　呉地区少年ソフトボール大会

練　習　日 練　習　日

ソフトボール　呉地区少年ソフトボール大会

ソフトボール　２部中国予選会

練　習　日 練　習　日

練　習　日 練　習　日

練　習　日

練　習　日

練　習　日

練　習　日

練　習　日 練　習　日

練　習　日

サッカー南支部リーグU－12

✽　施設のご利用について
※　注意　平成２９（2017）年１０月１日～平成３０(2018)年９月３０日(予定)までの間はメインアリー
ナ，サブコート及び１・２階ロビーの貸し出しは，大規模改修のため行っていません。
　会議室及び呉市民広場（入船山公園），呉中央中学校ナイター使用の受付はこれまで通りを行っ
ています。

Ａ・Ｂコート Ｃコート Ｄコート

平成30年　７月　行　 事　 予　 定　 表
平成３０年　６月２０日現在

ソフトボール　３部中国予選会 サッカー　リーグ１種

✽　呉中央中学校 夜間照明の利用料について練  習  日

練　習　日 練　習　日 練  習  日

呉市民広場　　入船山公園グランド
ソフトボール他 軟式野球他 サッカー他

７００円 １,４００円 １,０００円

練　習　日

練　習　日

◎　翌月分練習使用の場合は,1日～10日までに申請を受付け,11日～15日の間に
　調整を行い，調整結果は16日以降に確認できます。それ以降は，先着順に申請を
　受付けます。

✽　入船山公園多目的広場　夜間照明の利用について練　習　日
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使用可能時間 料    金

原則として

週3回

日没時間
～

２１：００

1時間

７００円

使用可能期間 使用可能日

※　使用後のグラウンド整備・消灯・施錠は確実に行ってください。
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※　校内への駐車には制限がありますので,できるだけ乗り合わせてください。

練　習　日 練　習　日 練  習  日

練　習　日 練　習　日 サッカー　中体連夏季大会

※「夜間照明施設団体登録申請書」の提出が必要です。
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✽　入船山公園多目的広場・中央学園のご利用申込み方法
◎　呉市体育館の窓口で申請を受付けます。

※　４月より11月末日まで　Ａコート，Ｃコートの貸出しをしております
※　Ｄコートの貸出しは，これまでどおり通年貸出しです。いずれのコートも
　日没より２１：００までの時間単位で貸出しします。

１時間単位の使用料

Aコート Cコート
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◎　体育館の利用時間とは，準備と片づけを含めた時間です。
　　　　（　ご利用時間内に，準備・清掃・撤収等を行うようにしてください。　）
　　　　なお、駐車場出入り口は21：15に施錠します。
◎　窓口では・・・・月別の競技場利用の場合は，毎月1日から10日までに翌月分
　　　　の申請を受付けて調整，16日以降に結果を確認できます。
　　　　それ以降は，先着順に申請を受付けます。
◎　インターネットから・・・Ｉ Ｄを取得していただくと，ひろしま公共施設予約
　　　　サービスより，随時予約・抽選予約の申込ができます。
          https://yoyaku.e-harp.jp/hiroshima/
◎　ネットからの予約について
　　　　利用希望日の３日前まで予約可能です。
　　　　※　５日に利用希望の場合，２日まで予約できます。
◎　呉市内の団体の大会予約について
　　　　※　抽選予約の関係で利用希望日の２ヶ月前の月末まで受付けます。
　　　　例  ：１月分の受付は，７月１日～１１月３０日の間で受け付けます。
　　　　　    　１０月～１２月分の受付を現在行っています。
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