
　　　　

　　　　　　

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(野球場は除く)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

テニスコート

バレーコート

3月分抽選日のお知らせ

平日分

2月3日(月)

土日祝・平日１７時以降分

2月1日(土)

鶴岡一人記念

令和２年1月26日発行

スポーツ会館だより

ＩＨＩアリーナ呉

（呉市体育館）

鶴岡一人記念

スポーツ会館

◎ 毎月第2・4金曜日は ファミリースポーツデー！（18:00～20：50）

2月は14日と２8日で卓球＆バドミントンが楽しめます。

・小中学生 100円/回

・高校生以上200円/回
「鶴岡一人」銅像

2020年の国内スポーツは、自国開催の東京五輪、パラリンピックが

最大のイベントになります。呉市体育振興財団では、そのシーズンを

通して、競技人口の普及と増加のための、各種、講習会及び大会を

積極的に開催しています！ (※2019年度は下記の大会・講習会を実施しました)

【 呉市屋内練習場 】

<施設名> <単位>

会議室 １時間 280円

【 呉市二河公園多目的グラウンド 】

<グラウンド> <単位> 一般 高校生以下

全面 １時間 720円 360円

1/2面 １時間 360円 180円

【 鶴岡一人記念球場 】

一般 高校生以下

入場料徴収しない場合 １時間 2,880円 1,440円

入場料徴収する場合 １時間 11,520円 5,760円

１時間 1,440円 720円

会議室 １時間

本部席 １時間

放送室 １時間

記者室 １時間 140円

<施設名> <区分> <単位>
<アマチュアスポーツ>

全面

練習使用

560円

140円

140円

【 鶴岡一人記念スポーツ会館 】

一般 高校生以下

入場料徴収しない場合 １時間 600円 300円

入場料徴収する場合 １時間 1,800円 900円

1/2面 １時間 300円 150円

談話室 １時間

宿泊料 宿泊一人につき １泊 2,160円 720円

アリーナ全面

280円

<施設名> <区分> <単位>
<アマチュアスポーツ>

全施設ラインナップ！

アリーナ・トレーニング室

宿泊室・談話室他

グランド約130m×約65m

ランニングコース約380m

センターライン122m

ファウルライン97.5m

競技場45m×45m

投球練習場・会議室他

クレーコート8面

コート面積5,470㎡

クレーコート3面テニス兼用

コート面積3,100㎡

(近的) 和弓28m洋弓31m

(遠的) 和弓60m洋弓71m

1
鶴岡一人記念
スポーツ会館

●

2
呉市二河公園多目的
グラウンド

●

3 鶴岡一人記念球場 ●

4 呉市二河屋内練習場 ●

7 呉市弓道場(近/遠的) ●

5 呉市テニス場 ●

6 呉市バレーボール場 ●

＊＊＊ お問合せ先 ＊＊＊
● 鶴岡一人記念スポーツ会館 〒737-0818 呉市二河町1-8

☎0823-22-1264 ＦＡＸ0823-22-1265

● 館内トレーニング室 ☎0823-25-5722

◎ アクセス ◎

JR呉駅から1.5㎞ 自動車

で約5分、徒歩で約20分

バス三条二河宝町環状

線「プール前」、熊野苗代

線焼山経由「上山手橋」で

降車

・女性ソフトテニス大会

・ソフトバレーボール大会

・女性卓球大会

・学童水泳選手権大会

・広島東洋カープ

選手の野球講習会

・広島ドラゴンフライズ

バスケットボール

講習会

・小学生ソフトボール大会

・グラウンド・ゴルフ大会

・JTサンダース

バレーボール講習会

・久保竜彦選手

サッカー講習会

他

・女性バドミントン大会

・シニア卓球大会

・小学生ミニバスケット

ボール大会



※ 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。

今年の冬は例年よりも暖かいと思います。なぜなら、ハイビスカスの花が

ベランダで咲き誇っているからです。一月も半ばと言うのに・・・広島県呉市

って南国だったっけ？こうなったら、ベランダでバナナ栽培しようか？

マラソンコースを札幌に変更したのは、正解だったのかもしれない・・・と

オレンジ色のハイビスカスを眺めながら、温暖化を憂う今日この頃です。

★ご案内★

「ストレッチポール講習会」参加者募集

３月１３日（金）

（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。）

（トレーニング室使用料￥４２０は必要です）

（※電話受付のみ）

さて今月は、トレーニング室で毎月一回行っている、講習会をお伝え

いたします。この講習会に参加されたことをきっかけにして、継続して

トレーニング室をご利用いただければ良いな、と思っております!(^^)!

《器具を使ったトレーニング》

トレーナーさんが、初心者の方

にも、丁寧に指導してくれます。

質問にも答えてくれます。

《バランスボール

トレーニング》

ボールに乗ったり足で

挟んだり持ち上げたり
色々な方法で体幹に

刺激を加えます。

《チューブトレーニング》

チューブで負荷をかけた状態で、手や

足を動かして筋トレをします。負荷が

取れた時、びっくりするほど体が軽く

感じられます。

こちらに記載の他に

一対一での相談会や

ストレッチポールを

使ったトレーニング

等の講習会も開催して

います！

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

2020年2月(令和２年）行事予定表

日
(曜日)

野　球　場　 テニスコート バレーボール場 多目的グラウンド アリーナ 弓道場

行事名

2(日) 春季キャンプ

ｼﾞｭﾆｱ
陸上教室

財　団1(土) 春季キャンプ

ソフトバレー
ボール大会

中央中

体協

3(月) 春季キャンプ

5(水) 春季キャンプ

健康体操 財　団4(火) 整　備 1～4
コート
整備

7(金) 春季キャンプ

6(木) 春季キャンプ

9(日) 高松宮賜杯 軟野連

8(土) 春季キャンプ

11(火)

10(月)

13(木) 整　備

12(水)

14(金) 整　備 ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団

15(土)

健康体操 財　団

16(日) 高松宮賜杯 軟野連 研修会
呉ソフト

ボ－ル

協会

ｼﾞｭﾆｱ
陸上教室

財　団 月例会(近的) 市弓連

18(火) 整　備

17(月)

20(木) 春季キャンプ

19(水) 春季キャンプ 整　備

21(金) 春季キャンプ

23(日)
日本スポーツ
マスターズ

軟野連

22(土) 春季キャンプ

24(月) 春季キャンプ

26(水) 春季キャンプ 5～8
コート
整備

ｼﾞｭﾆｱ
陸上教室

財　団 健康体操 財　団25(火) 春季キャンプ

28(金) 春季キャンプ

27(木) 春季キャンプ

ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団

29(土) 春季キャンプ

空白 ＝練習日
1月22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。


