
　　　　

◆　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）　

令和２年5月29日発行

ミツトヨ スポーツパーク

郷原だより

イメージ写真

この度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、当施設を休館

しておりましたが、

令和２年５月２０日（水）から、利用再開致しました。
皆様には、大変ご不便ご迷惑をおかけしましたが、ご理解ご協力を頂いた

ことについて、心よりお礼申し上げます。

尚、今後のご利用に際しましては、感染予防対策を徹底した上で、ご利用

のほど重ねてお願い申し上げます。
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◆ ７月度の練習目的での予約 ( 野球場・テニス場・弓道 )
・利用希望日の前月１日から１０日の間に、当センター窓口またはインターネットで申請して下さい。

受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付ます。

＊キャンセル・変更について

利用日の６日前以降のキャンセル・変更については、照明代等の実費を除いて、利用料金の支払いが

必要です。

◆ 大会等目的での予約

・２月１日以降に、呉市内の団体が主催する大会等の場合は、使用希望日の６ヶ月前の１日から、呉

市外の団体が主催する大会等の場合は、使用希望日の４ヶ月前の１日からの予約が可能です。

＊キャンセル・変更について

利用日の前月１日以降のキャンセル・変更については、照明代等の実費を除いて、利用料金の支払

いが必要です。

◆ 利用時間について
・利用時間：９時～２１時

・受付時間：９時～１９時

・休所日は毎週月曜日、但し、月曜日が祝日と重なった場合は、その翌日となります。

◆ 利用時間外の使用料金について
・開館利用時間(９時～２１時)以外で、施設を使用する場合は、規定により基本料金の２倍の額を

徴収させて戴きます。

◆ ご注意点

・利用時間は準備及び後片づけを含めた時間です。施設内は禁煙です。喫煙は所定の場所でお願い

します。加えて、ペットの持ち込みはご遠慮下さい。

・水分補給を細目に取りながら、体調管理にはぜひご留意下さい。

〒737-0161

呉市郷原町字ワラヒノ山地内

☎ 0823-33-0608  FAX 0823-33-0820
E-mail:qqaa65x9n@hop.ocn.ne.jp

ミツトヨ スポーツパーク郷原
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弓道場の安土(あずち＝垜)を改修しました！

安土が劣化しています(Before) → 安土は概ね砂で出来ています→ 安土は的のため横長に作ります→ コテできれいに仕上げます(After)

●安土とは、弓道場で、的を掛けるためにある砂山の土手のことです。

●安土には、矢が的に射ることで次のことが求められます。

① 矢が変形しない固さ ② 矢が適度に刺さる固さ ③ 矢が刺さっても崩れ落ちない固さ

●安土は概ね砂ですが、正確には 川砂７割＋土２割＋おが屑１割 となっています。

●大体の弓道場の安土は、横長に作られて的を幾つも掛けられるように作られています。

●安土は手入れをしないと硬くなり、矢が傷んでしまったり、刺さらなくなります。

施設利用者の皆様へお願い！

今後も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、場合によっては、施設の再休

止などが予想されます。最新の状況等に関しては、当財団のホームページやミツト

ヨ スポーツパーク郷原のTwitter等で発信していきますので、ご確認をお願い申し

上げます。

呉市体育振興財団

ホームページ

ミツトヨ スポーツ

パーク郷原Twitter

屋内施設 管理棟会議室① 管理棟会議室② 管理棟シャワー室 陸上競技場会議室
トレーニング

コーナー ※注1

屋外施設 陸上競技場※注2 テニスコート 多目的グラウンド 野球場 弓道場

注1) トレーニングコーナーは、６月２日(火)より利用再開します。

＊ 開場する施設　＊

注2) 陸上競技場の更衣室は、当分の間、休止とさせて頂きます。
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※ 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。

国内の新型コロナウイルス感染は終息したわけではなく、再度の流行も想定されていますが、

そんな中でも“新しい生活様式”を取り入れながら、時には外を散策するのはいかがでしょうか？

ぜひ、当センターにも足を運んで頂ければと思います。自然の緑に癒されます。

◎新しい生活様式 定着を

基本 ・人との間隔は２メートル、症状なくてもマスク

対策 ・帰宅後は、直ぐに着替えとシャワー

娯楽・
スポーツ

公共
交通機関

新しい生活様式の例

(政府：専門家会議の資料から抜粋)

移動

生活

買い物

食事

　会った人の場所等をメモ

　頻繁な手洗いとコマメな換気

　少人数で空いた時間に素早く

　歌や応援は、十分な距離を取る

　会話は控え、混んだ時間を避ける

　大皿は避け、横並びで座る

(令和2年5月22日 現在)

日 曜日 陸上競技場 多目的グラウンド 野球場 テニスコート

東広島中学校総合体育大会　中止

東広島陸上競技協会

東広島中学校総合体育大会　中止（予備日）

東広島陸上競技協会

呉市中学校総合体育大会　中止 呉市中学校総合体育大会　中止

中体連 中体連

呉市中学校総合体育大会　中止 呉市中学校総合体育大会　中止 西日本呉市予選　中止

中体連 中体連 呉市軟式野球連盟

県総体（サッカー） 県総体（サッカー） 西日本呉市予選　中止

高体連 高体連 呉市軟式野球連盟

呉市選手権　　中止 県少年野球「学童」選手権大会南部大会　中止

呉市陸上競技協会 呉市軟式野球連盟

呉市選手権　　中止 県少年野球「学童」選手権大会南部大会　中止 アシニスカップテニス大会（団体）

呉市陸上競技協会 呉市軟式野球連盟 アシニスクラブ

クラブユース中国大会

広島県サッカー協会

社会人リーグ 県知事旗壮年大会呉予選会　中止 アシニスカップテニス大会（ジュニア）

呉市サッカー協会 呉市軟式野球連盟 アシニスクラブ

南支部リーグ

呉市サッカー協会

県リーグフジタ（一般） 県知事旗壮年大会呉予選会　中止 アシニスカップテニス大会（シングルス）

広島県サッカー協会 呉市軟式野球連盟 アシニスクラブ

休　　所　　日

30 火

＜令和２年6月 行事予定表＞

27 土

28 日

29 月

24 水

25 木

26 金

21 日

22 月 休　　所　　日

23 火

18 木

19 金

20 土

15 月 休　　所　　日

16 火

17 水

12 金

13 土

14 日

休　　所　　日

9 火

10 水

11 木

6 土

7 日

8 月

3 水

4 木

5 金

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）

1 月 休　　所　　日

2 火

３０
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