
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  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

鶴岡一人記念スポーツ会館トレーニング室

ミツトヨ スポーツパーク郷原トレーニングコーナー

呉市広大新開1－7－1　☎0823－74－0909
シシンヨー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.87

令和元年12月

◇ 呉市体育振興財団　主催イベントのご案内 ◇

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。

令和元年12月18日㈬～令和2年1月14日㈮
17時迄に直接又は電話（☎22-1264）で
鶴岡一人記念スポーツ会館へ。

令和元年12月18日㈬～令和2年1月14日㈮
17時迄に直接又は電話（☎22-1264）で
鶴岡一人記念スポーツ会館へ。

（広島県山県郡北広島町）（広島県山県郡北広島町）

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

スキー＆スノーボード教室

シシンヨーオークアリーナ
（呉市総合体育館）〒737-0141 呉市広大新開1-7-1

場　所

令和２年１月17日㈮迄に学校単位で呉市立豊浜中学校（FAX:68-2909）へ。
※詳しくはシシンヨーオークアリーナ（☎74-0909）へお問い合わせください。

申　込

日にち 令和2年2月8日㈯

時　間 9：30～15：30 対　象 中学生と指導者

大佐スキー場大佐スキー場
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
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

日　時

会　場

対　象

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
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参加費

申　込

令和2年2月1日㈯令和2年2月1日㈯

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 ⇒⇒⇒⇒⇒

元全日本学生チャンピオン 藤井優子氏をお迎えし、指導していただきます。
この機会に色んなことを吸収しましょう！
元全日本学生チャンピオン 藤井優子氏をお迎えし、指導していただきます。
この機会に色んなことを吸収しましょう！

スケジュール

中学生卓球講習会中学生卓球講習会



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

広島ガスバド
ミントン部に

よる

トレーニング講習会 ◆専門スポーツトレーナーが丁寧にアドバイスします。この機会に是非ご参加ください！
◆各会場へお申し込みください。

会　場

日にち

時　間

対　象

定　員

申　込

料　金

鶴岡一人記念スポーツ会館トレーニング室
tel:(0823)25-5722

2 月 7 日㈮

Ａ13:00～14:00
Ｂ14:00～15:00

18歳以上

各 5 人（先着。新規優先）

1/21㈫ 10:00から電話で

各420円（定期券・回数券可）

初心者のためのトレーニングジム講習会

会　場

日にち

時　間

対　象

定　員

申　込

料　金

シシンヨーオークアリーナ
tel:(0823)74-0909

2 月 14 日㈮

18歳以上

各 5 人（先着。新規優先）

1/20㈪ 10:00から電話で

各420円（定期券・回数券可）

初心者のためのトレーニングジム講習会

2020.3.28(Sat.)

申　込

対　象

会　場 シシンヨーオークアリーナ
呉市広大新開1-7-1  tel:（0823）74-0909
呉市内のバドミントンチームに所属する小・中学生及び
市内在住の小学生4年生～中学生（経験不問。用具の貸出あり）

3月20日㈮までに申込書を直接またはＦＡＸ（0823-74-0933）
でシシンヨーオークアリーナ（呉市広大新開１－７－１）へ。

バドミントン

講習会

参加
無料

Ａ13:00～14:00
Ｂ14:00～15:00

鶴岡一人記念スポーツ会館
3 階アリーナ

場　所

開催日当日、開始時間から
窓口で受付。※事前申込不要。

申　込

午後 6 時～午後 8 時 50 分時　間

ファミリースポーツデー

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しもあるので気軽に参加できます。楽しみながら汗を流してみませんか♪

小 中 学 生 100円/回
高校生以上 200円/回参加費

日にち １0日・２4日の金曜日1月

14日・28日の金曜日2月

13日の金曜日3月

広温水プールの教室
〒737-0112 呉市広古新開2-1-6　TEL(0823)73-6325

◆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）

4～6歳　各30名

1/7㈫～1/17㈮17:00

A：2/13～3/12の火木曜日
B：2/14～3/11の水金曜日
ＡＢいずれも15:00～16:30

対　象

日　時

申　込

各4,000円（全各8回）参加費

小学生　各45名

1/7㈫～1/17㈮17:00

A：2/13～3/12の火木曜日
B：2/14～3/11の水金曜日
ＡＢいずれも16:30～18:00

対　象

日　時

申　込

各3,200円（全各8回）参加費

IHIアリーナ呉の教室（呉市体育館）
〒737-0051 呉市中央4-1-1　TEL(0823)25-3475

◆事前申し込みは不要です。詳しくは施設へお問合わせください。
◆開催日等、中止・変更になる場合があります。

18歳以上

各日10人

1/7・14・21・28、2/4・18・25
3/3・10・17・24の火曜日13:30～15:00

対　象

日　時

定　員 各500円料　金

18歳以上の女性

各日10人

対　象

定　員

各500円料　金

シシンヨーオークアリーナのスポーツデー（呉市総合体育館）
〒737-0141 呉市広大新開1-7-1　TEL(0823)74-0909

小学生以上
6・20・27日の月曜日
8・22・29日の水曜日
3・10・17・24日の月曜日
5・12・26日の水曜日
2・9・16・23・30日の月曜日
4・11・25日の水曜日

13:00～15:30

対　象 当日開始時間から 当日開始時間から申　込

日　時

時　間

1月

2月

3月

小学生以上

17日の金曜日

21日の金曜日

13日の金曜日

18:00～20:30

対　象 申　込

日　程

時　間

1月

2月

3月

川尻温水プールの教室 ◆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）

2/18～3/19の火・木曜日　15:30～17:00

1/21火～1/31金 17:00

4～6歳　30名対　象

5,000円（全10回）参加費

日　時

申　込

〒737-2605 呉市川尻町久俊1-1-10　TEL(0823)87-5555

㊊
ｺｰｽ

㊎
ｺｰｽ

いずれも19:00～20:30

1/6・13・20・27、2/3・17
3/2・9・16・23
1/10・17・24・31、
2/7・14・21・28、3/6・13

日　時

幼児水泳教室

幼児水泳教室

児童水泳教室

オークスポーツデー
ファミリースポーツデー

ＺＵＭＢＡ体験会
女性エアロビクス＆ストレッチ体験会

鶴岡一人記念スポーツ会館
（呉市スポーツ会館）
https://twitter.com/Kure_Sports

ミツトヨ スポーツパーク郷原
（呉市総合スポーツセンター）
https://twitter.com/sogosc

日鉄日新製鋼アクアパーク
（呉市営プール）
https://twitter.com/kure_aquapark

シシンヨーオークアリーナ
（呉市総合体育館）
https://twitter.com/oakarena

チェックしてください！
各施設の Twitter も

IHI アリーナ呉
（呉市体育館）
https://twitter.com/kuretaiikukan

広温水プール
https://twitter.com/hiroonsui


