
　　　　

◆　気功太極拳 教室【申込み 3/7木～3/20金 17:00まで】

     ＊対　象  18歳以上(定員 入門初級・中級各40名)

　　　　　　      ＊日　時  4/1～7/22の水曜日

　　　　　　 入門初級 9:00～11:00 中級 11:00～12:30

     ＊参加費  6,000円（全15回）　

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

４月分抽選日のお知らせ

平日分

３月２日(月)

土日祝・平日１７時以降分

３月７日(土)

鶴岡一人記念

令和２年２月27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）

3月は新型コロナウイルス肺炎対策により中止となりました。

・小中学生 100円/回

・高校生以上200円/回
「鶴岡一人」銅像

【 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！

＊＊＊ 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

★ 気功太極拳 教室【申込み 3/7土～3/20金 17:00】

＊対 象 18歳以上(定員 入門初級・中級各40名)

＊日 時 4/1～7/22の水曜日

入門初級 9:30～11:00 中級 11:00～12:30

＊参加費 6,000円（全15回）

鶴岡一人記念スポーツ会館では、今春、いつものように、幼児からシニアまでの幅広い市民の方々

が楽しめる多彩なスポーツ教室を、次のとおり開講します！

★ ゴルフ 教室【申込み 3/7土～3/20金 17:00】

＊対 象 18歳以上(定員 25名)

＊日 時 4/1～7/29の水曜日

10:00～11:30

＊参加費 6,750円（全15回）

★ 中高年にやさしい健康体操 教室

【申込み 3/13金～3/26木 17:00】

＊対 象 おおむね50歳以上の女性(定員 70名)

＊日 時 4/7～6/16の火曜日 13:30～15:00

＊参加費 4,000円（全10回）

★ トレーニングジム 教室【申込み 3/19木～4/1水 17:00】

＊対 象 18歳以上(定員 A・Bコース各23名)

＊日 時 4/13～6/22の月曜日

A13:00～14:30 B14:45～16:15

＊参加費 5,000円（全10回）

★ グラウンドゴルフ 教室

【申込み 3/23月～4/5日 17:00】

＊対 象 18歳以上(定員 40名)

＊日 時 4/17～6/19の金曜日 9:30～11:30

＊参加費 3,000円（全10回）

★ キッズ体操 教室【申込み 3/27金～4/9木 17:00】

＊対 象 年中～年長(定員 15名)

＊日 時 4/21火～6/30の火曜日

15:30～16:30

＊参加費 3,000円（全10回）

ジュニア選手の栄養講習会
スポーツに励んでいるジュニア世代をお持ちの保護者、指導者の方を対象に「スポーツ栄養講座」を開催します。

正しい栄養知識とスキルを習得してみませんか？

● 日 時 令和２年３月２４日（火） 午後６時３０分～午後８時

● 参加料 無料（定員３０名）

● 対 象 小・中学生の保護者及び指導者の方

● 場 所 鶴岡一人記念スポーツ会館 談話室（２階）

● 申込み 令和２年２月２０日（木）９時から受付

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71m7 呉市弓道場(近的・遠的) ●

5 呉市テニス場 ●

6 呉市バレーボール場 ●

3 鶴岡一人記念球場 ●

4 呉市二河屋内練習場 ●

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

【 呉市二河屋内練習場 】

<施設名> <単位>

会議室 １時間 280円



※ 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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　　種　　　　別

１回

1回
１１枚綴

３ヶ月

１年

１年
　　　＊４月１日以降に会員契約の効力が発生するものには、

　　　　契約日に関わらず改定額が適用されます。

個人会員 ２３，１００円 ２４，７００円

法人会員（1日3名まで） ５７，７５０円 ６１，８００円

回数券 ４，２００円 ４，５００円

短期個人館員 ６，９００円 ７，４００円

はたちのパスポート ２１０円 ２２５円

現行額
（R2・3・31迄）

改定額
（R2４・１から）

一般 ４２０円 ４５０円

トレーニング室では、令和2年4月1日より下記のとおり料金を

改定させていただくことといたしましたので、お知らせいたします。

平成９年以来、物価や消費税が上昇する中、出来る限りの

コスト削減を行いながら料金を据え置いて運営して参りました。

しかしながら、この度の消費税率改定と上昇を続ける諸物価に

ともない、やむなく料金を改定することといたしました。

心苦しいお知らせでございますが、何卒ご理解いただき、

今後とも変わらぬご利用を御願い申し上げます。

ご利用時間は、着替え

等身支度の時間も

含まれます。20時30分

二十歳のパスポートをお持ちの皆様へ

令和２年の呉市成人式に出席された

時に配布された、右のカードは、

はたちのＰＡＳＳＰＯＲＴです。

このカードを提示された方は、

こちらのトレーニング室の利用料金が

令和２・１２・２８まで半額になります。

その他諸々の特典も付いている、

お得なカードですので是非ともご利用ください！

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

健康体操

健康体操

健康体操

2020年3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(月) 春季キャンプ

1(日) 高松宮賜杯 軟野連

3(火) 春季キャンプ 財　団健康体操

5(木) 春季キャンプ

4(水) 整　備 1～4
コート
整備

6(金) 春季キャンプ

8(日)
中国五県
都市対抗

軟野連

ｼﾞｭﾆｱ
陸上教室

財　団7(土) 春季キャンプ

10(火)

9(月)

財　団

11(水)

12(木) 整　備

ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団

14(土)
県審判技術

講習会
軟野連

呉市中学生
学年別大会

ｿﾌﾄﾃﾆｽ
連盟

呉市中学生
学年別大会

ｿﾌﾄﾃﾆｽ
連　盟

13(金) 整　備

軟野連

ｼﾞｭﾆｱ陸上
閉講式

財　団 月例会（近的） 市弓連

市弓連

16(月) 春季キャンプ 整　備

呉市
遠的選手権

15(日)
県審判技術

講習会

18(水) 春季キャンプ

財　団17(火) 春季キャンプ 整　備

19(木) 春季キャンプ

21(土) 春季キャンプ

20(金) 春季キャンプ

22(日)
国際ﾛｰﾀﾘｰ
ｸﾗﾌﾞ大会

軟野連

24(火) 5～8
コート
整備

23(月) 春季キャンプ

財　団

25(水)

27(金) 整　備

26(木)

28(土)
国際ﾛｰﾀﾘｰ
ｸﾗﾌﾞ大会

軟野連

30(月) 整　備

呉市ﾃﾆｽ
協　会

審判講習会
認定試験

ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ

ﾊﾞﾚｰ協会
29(日)

国際ﾛｰﾀﾘｰ
ｸﾗﾌﾞ大会

軟野連
呉ｿﾌﾄﾃﾆｽ

百歳会総会
百歳会

呉ジュニア
テニス大会

31(火)
健康体操

（予備日）
財　団

空白 ＝練習日
2月23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。


