
スポーツ施設の利用、大会及び教室に関する問い合わせ等がありましたら、呉市体育振興財団事務局までお願いします。
〠737-0818  呉市ニ河町1－8（スポーツ会館内）   TEL（０８２３）22ー1264
ホームページhttp://sports-kure.com/   E-mail kspf@rio.odn.ne.jp

発行・編集：（公財）呉市体育振興財団

トレーニングジムのご案内
体力づくりや筋肉トレーニング、シェイプアップやダイエットなど、トレーニングジムで気軽に運動してみませんか？

【設備案内】 ● ランニングマシーン ● エアロバイク ● ステップマシーン ● 筋力トレーニング器具一式
 ● マッサージ器具 ● 体力測定用具 ● 血圧計・体組成計 ● ストレッチコーナー

【設置器具】 ● ランニングマシーン ● ステップマシーン ● エアロバイク
 ● マッサージローラー ● 体重計 ● 血圧計

呉市二河町1－8　　　☎0823－25－5722

呉市郷原町ワラヒノ山地内　☎0823－33－0608

スポーツ会館トレーニング室

総合スポーツセンタートレーニングコーナー

呉市広大新開1－7－1　☎0823－74－0909
オークアリーナトレーニングルーム

利用時間

定 休 日

利用料金

利用時間
定 休 日

9:00 ～ 21:00( 受付 19:00)
月曜日　※月曜日が祝日の場合その翌日

利用時間

定 休 日

利用料金

火～土曜日
日曜・祝日

一　　　般
回　数　券
短 期 会 員
個 人 会 員

月火木金土

日曜・祝日

一　　　般

回　数　券

定　期　券

9:30～20:30(受付20:00)

9:30～17:30(受付17:00)

9:30～20:30（受付20:00）
9:30～16:30（受付16:00）

1回
11枚綴
3ヶ月
1年

1回

11枚綴

3ヶ月

420円

4,200円

6,900円

420円
4,200円
6,900円

23,100円

月　曜　日
水　曜　日

利用料金
1人1回　100円

公益財団法人呉市体育振興財団だよりVol.82

平成30年9月

◇ 呉市体育振興財団　主催イベントのご案内 ◇

申込書を期限までに郵送またはFAXでオーク
アリーナ（☎74－0909、FAX74－0933）へ。
※詳細はオークアリーナへお問合わせください。

オークアリーナ
呉市広大新開１丁目７－１
小学１～4年生で編成されたチーム
（男女別または混合チーム）

日 時

会 場

対 象

申 込

お問合せ先 （公財）呉市体育振興財団 〒737-0818　広島県呉市二河町１番８号
ＴＥＬ：０８２３－２２－１２６４

シ ニ ア 卓 球 大 会 ミ ニ バ ス ケ ッ ト
ボ ー ル 大 会

女 性 バ ド ミ ン ト ン
大 会

ス キ ー ＆
ス ノ ー ボ ー ド 教 室

1月19日㈯ 9:00～

10月9日（火）までにペアで
直接スポーツ会館へ（☎22－1264）

呉市体育館
呉市中央4－1－1
市内在住・在勤または市内チームに在籍する
18歳以上の女性（学生を除く）

日 時

会 場

対 象

申 込

10月23日㈫ 9:30～

平成30年12月20日㈭～平成30年1月15日㈫
17時迄に直接又は電話（☎22-1264）でスポーツ会館へ。

大佐スキー場（広島県山県郡北広島町）
小学生以上（小学生は保護者同伴）
[定員]スキー先着50名,スノーボード先着20名

高校生以上4,500円,小中学生3,000円
※貸スキー、ウエアは別途料金が必要

日 時

会 場

対 象

参加費

申 込

平成31年２月２日㈯

11月13日㈫までに申込書に必要事項を
明記しオークアリーナへ
（☎74－0909）

オークアリーナ
呉市広大新開１丁目７－１

呉市内及び近郊在住の60歳以上

日 時

会 場

対 象

申 込

12月4日㈫ 9:00～

6:15
スポーツ会館
集合

17:45頃
スポーツ会館
到着

8:30頃
大佐スキー場
到着

15:30
大佐スキー場
出発

9:30～11:30
教室

11:30～15:00
フリー ⇒⇒⇒⇒⇒

スポーツくれはだれもが気軽に親しめる市民の皆様の
健康増進の手助けとなる情報誌です。



スポーツ会館
呉市二河町１－８　TEL：0823-22-1264

◆申込期間内に直接または電話でスポーツ会館へお
申込みください。（申込多数の場合は抽選です）

◆途中参加可能な教室もあります。詳しくはお問合
せください。

呉市体育館の教室
呉市中央４－１－１　TEL:0823-25-3475

◆申込期間内に直接または電話で呉市体育館へお申
込みください。（申込多数の場合は抽選です）

◆途中参加可能な教室もあります。詳しくはお問合
せください。

親子3B体操教室
対　象 A.首がすわってから1歳くらいまで（15名）　B.歩けるようになってから2歳未満（25名）　C.2～4歳未満（25名）

日　時 A.12/12～3/27の㈬ B.12/17～3/18の㈪ C.12/12～3/27の㈬
A.10:30～11:30 B.10:30～11:30 C.9:30～10:30

申　込 いずれも11/13㈫～11/23㈮17:00
参加費 各3,500円（各全10回）

やさしいエアロビでシェイプアップ教室
対　象 18歳以上の女性　35名

日　時 12/17～3/18の月曜日
19:00～20:30

申　込 11/18㈰～11/28㈬17:00
参加費 3,500円（全10回）

シェイプアップ教室
対　象 18歳以上　[ｽｰﾊﾟｰ]50名　[ｿﾌﾄ]60名

日　時 [ｽｰﾊﾟｰ]11/13～3/12の火曜日　[ｿﾌﾄ]11/15から3/14の木曜日
いずれも10:00～12:00

申　込 10/16㈫～10/26㈮17:00
参加費 各4,900円（各全14回）

女性ソフトエアロビクス教室
対　象 18歳以上の女性　50名

日　時 12/10～3/11の月曜日
10:00～11:30

申　込 11/10㈯～11/20㈫17:00
参加費 3,500円（全10回）

中高年にやさしい健康体操教室
対　象 概50歳以上の女性　80名

日　時 11/12～3/11の月曜日
15:00～17:00

申　込 10/15㈪～10/25㈭17:00
参加費 4,900円（全14回）

ＺＵＭＢＡ教室
対　象 18歳以上　25名

日　時 1/8～3/19の火曜日
13:30～15:00

申　込 12/4㈫～12/14㈮17:00
参加費 4,400円（全11回）

ヨガ・ボディワーク教室
対　象 18歳以上　60名

日　時 1/18～3/22の金曜日
19:30～20:45

申　込 12/14㈮～12/24㈪17:00
参加費 3,500円（全10回）

子ども柔道教室
対　象 年中～小学生　30名

日　時 11/6～3/26の火・木曜日
18:00～20:00

申　込 10/7㈰～10/17㈬17:00
参加費 9,000円（全36回）

カーディオ・ピラティス教室
対　象 18歳以上　35名

日　時 11/15～3/14の木曜日
13:00～14:30

申　込 10/16㈫～10/26㈮17:00
参加費 4,900円（全14回）

女性ソフトエアロビクス教室
対　象 18歳以上の女性　各25名　

日　時 [月ｺｰｽ]1/7～3/18
[金ｺｰｽ]1/11～3/15

19:00～
20:30

申　込 12/4㈫～12/14㈮17:00
参加費 各3,500円（全各10回）

ピラティス＆ヨガ教室
対　象 18歳以上　30名

日　時 1/8～3/19の火曜日
10:00～11:30

申　込 12/4㈫～12/14㈮17:00
参加費 4,400円（全11回）

トレーニングジム教室
対　象 18歳以上　各23名

日　時 1/7～3/25の月曜日
A13:00～14:30　B14:45～16:15

申　込 12/7㈮～12/20㈭17:00
参加費 5,000円（全各10回）

ヨーガ教室
対　象 18歳以上　各50名

日　時 [月ｺｰｽ]11/12～3/11　[木ｺｰｽ]11/15～3/14
いずれも13:30～15:00

申　込 10/14㈰～10/24㈬17:00
参加費 各4,900円（各全14回）

気功太極拳教室
対　象 18歳以上　各45名

日　時 11/13～3/12の火曜日
[初級]10:00～12:00　[中級]13:00～15:00

申　込 10/7㈰～10/17㈬17:00
参加費 各5,600円（各全16回）

トータルトレーニング教室
対　象 18歳以上　各18名

日　時 10/31～3/13の水曜日
A.9:30～11:00　B.11:00～12:30

申　込 9/30㈰～10/10㈬17:00
参加費 各7,000円（各全14回）

子ども剣道教室
対　象 年少～中学生　45名

日　時 11/19～3/25の月・金曜日
18:00～19:45

申　込 10/21㈰～10/31㈬17:00
参加費 7,500円（全30回）

キックボクシングエクササイズ教室
対　象 18歳以上　50名

日　時 11/8～3/14の木曜日
19:00～20：30

申　込 10/11㈭～10/21㈰17:00
参加費 4,900円（全14回）

ボール＆フィットネス教室
対　象 18歳以上　25名

日　時 1/8～3/19の火曜日
11:45～13:15

申　込 12/4㈫～12/14㈮17:00
参加費 4,400円（全11回）

中高年にやさしい健康体操教室
対　象 概50歳以上の女性　70名

日　時 1/8～3/26の火曜日
13:30～15:00

申　込 12/6㈭～12/19㈬17:00
参加費 4,200円（全12回）

※実施期間・申込期間は変更する場合があります。
※お申込みは直接又は電話で施設へ。申込多数の場合は抽選になります。
　詳しい内容はホームページで確認できます。スポーツ教室のご案内

検 索呉市体育振興財団

オークアリーナ
呉市広大新開1-7-1　TEL:0823-74-0909

※休館日：毎月第３水曜日
◆申込期間内に直接または電話でオークアリーナへお申込
みください。（申込多数の場合は抽選です）
◆途中参加可能な教室もあります。詳しくはお問合わせく
ださい。
◆豪雨災害による施設休館以後、日程が変更しております。

スポーツ施設の設計・施工･企画運営･維持管理◆造園工事・屋上緑化◆観葉植物レンタル

 本　　　社／〒730-0826 広島市中区南吉島1丁目2番37号　ＴＥＬ 082-545-2630　ＦＡＸ 082-545-2640
山口営業所／〒754-0002 山口市小郡下郷1437番地4-201　ＴＥＬ 083-973-2036　ＦＡＸ 083-973-8008

http://www.unisas.co.jp

広温水プール
呉市広古新開2-1-6　TEL:0823-73-6325
※休館日：毎週月曜日（休日の場合は翌日）

◆申込期間内に直接または電話で広温水プール
へお申込みください。
　（申込多数の場合は抽選です）

ファミリースポーツデー
◆ 小学生以上（40名）
◆ 第2・4金曜日（変更になる場合があります）
◆ 18:00～20:50
◆ 会場:スポーツ会館アリーナ
◆ 料金:小中学生/100円，高校生以上/200円
※ 受付は当日直接窓口へ。

オークスポーツデー
◆ 小学生以上（40名）
◆ 月曜日
◆ 13:00～15:30 ◆ 会場:オークアリーナ

◆ 料金:小中学生/100円，高校生以上/200円
※ 受付は当日直接メインアリーナ入口へ。ファミリースポーツデー

◆ 小学生以上（40名）
◆ 金曜日
◆ 18:00～20:30

水中ウォーキング教室
対　象 18歳以上　25名　

日　時 1/10～3/14の木曜日
10:30～12:00

申　込 12/6㈭～12/15㈯17:00
参加費 5,000円（全10回）

総合スポーツセンター
呉市郷原町ワラヒノ山地内　TEL：0823-33-0608

※休館日：毎週月曜日（休日の場合は翌日）

◆申込期間内に直接または電話で総合スポーツセン
ターへお申込みください。

　（申込多数の場合は抽選です）

土曜児童水泳教室
対　象 小学生　AB:45名、C:15名

日　時 1/5～3/9の土曜日
A.10:30～12:00　B.13:00～14:30　C.14:30～16:00

申　込 いずれも12/1㈯～12/11㈫17:00
参加費 各4,000円（各全10回）

やさしいエアロビクス＆ストレッチ教室
対　象 18歳以上　各75名

日　時 12/14～3/15の金曜日
A.9:30～11:00　B.11:00～12:30

申　込 11/15㈭～11/25㈰17:00
参加費 4,200円（各全12回）

幼児水泳教室
対　象 4歳～6歳　30名　

日　時 1/8～2/7の火・木曜日
15:30～17:00

申　込 12/6㈭～12/15㈯17:00
参加費 5,000円（全10回）

アクアビクス（夜）教室
対　象 18歳以上　20名　

日　時 1/8～3/19の火曜日
19:00～20:30

申　込 12/6㈭～12/15㈯17:00
参加費 5,500円（全11回）

アクアビクス教室
対　象 18歳以上　各30名

日　時
[火ｺｰｽ] 1/8～3/26
[木ｺｰｽ] 1/10～3/14
いずれも10:30～12:00

申　込 11/13㈫～11/22㈭17:00
参加費 各5,000円（各全10回）

児童水泳教室
対　象 小学生　各45名

日　時
1/8～2/7の火・木曜日
1/9～2/6の水・金曜日
16:30～18:00

申　込 11/13㈫～11/22㈭17:00
参加費 各3,600円（各全9回）

日曜成人水泳教室
対　象 18歳以上　15名

日　時 1/13～3/17の日曜日
13:00～14:30

申　込 11/13㈫～11/22㈭17:00
参加費 5,000円（各10回）

幼児水泳教室
対　象 4～6歳　各30名

日　時
1/8～2/7の火・木曜日
1/9～2/6の水・金曜日
15:00～16:30

申　込 11/13㈫～11/22㈭17:00
参加費 4,500円（各全9回）

日曜水中ウォーキング教室
対　象 18歳以上　20名

日　時 1/13～3/17の日曜日
11:00～12:30 

申　込 11/13㈫～11/22㈭17:00
参加費 各5,000円（全10回）

成人水泳教室
対　象 18歳以上　各45名

日　時
[水ｺｰｽ] 1/9～3/13
[金ｺｰｽ] 1/11～3/15
いずれも13:00～14:30

申　込 11/13㈫～11/22㈭17:00
参加費 各5,000円（各全10回）

水中ウォーキング教室
対　象 18歳以上　各45名

日　時
[水ｺｰｽ] 1/9～3/13
[金ｺｰｽ] 1/11～3/15
いずれも10:30～12:00

申　込 11/13㈫～11/22㈭17:00
参加費 各5,000円（各全10回）

土曜児童水泳教室
対　象 小学生　各45名

日　時
いずれも1/12～3/16の土曜日
A.9:30～11:00　B.11:00～12:30
C.13:00～14:30

申　込 11/13㈫～11/22㈭17:00
参加費 4,000円（各全10回）

日曜児童水泳教室
対　象 小学生（初心者優先）　15名

日　時 1/13～3/17の日曜日
15:00～16:30

申　込 11/13㈫～11/22㈭17:00
参加費 4,000円（全10回）

ヨガ教室
対　象 18歳以上　20名

日　時 12/27～3/28の木曜日
14:00～15:30

申　込 11/25㈰～12/5㈬17:00

参加費 4,200円（全12回）

アクアビクス（朝）教室
対　象 18歳以上　30名　

日　時 1/7～3/18の月曜日10:00～
11:30

申　込 12/6㈭～12/15㈯17:00
参加費 4,500円（全9回）

成人水泳教室
対　象 18歳以上　45名

日　時 1/11～3/22の金曜日
10:00～11:30

申　込 12/6㈭～12/15㈯17:00
参加費 5,500円（全11回）

川尻温水プール
呉市川尻町久俊1-1-10　TEL:0823-87-5555
※休館日：毎週水曜日（休日の場合は翌日）

◆申込期間内に直接または電話で川尻温水プール
へお申込みください。
　（申込多数の場合は締切日17時に抽選です）


