
　　　TEL　0823-25-3475　　FAX　0823-26-6271

Ｉ Ｈ Ｉ アリーナ呉では、
事務所の出入り口横に
AEDを設置しています。

シャワー　(５分間)
東側更衣室内

１００円
椅　子　(１脚) 会議室を除く ５０円

展示用パネル　(１組) ５０円

器　具　使　用　料　(　１　日　)

放　送　設　備 ２,０００円 長　椅　子 (ベンチ) １００円

コンセント　(機器１台) ２００円 長　机　(１脚) 会議室を除く ５０円

１時間 ３２０円

サブコート １時間毎 　 ２００円
☆入場料の類を徴収する場合は，基本料金の１.５倍と
し，即売会の類の催物，商品の広告・宣伝等の商業活動
の場合は３倍に相当する額とする。
☆時間外で使用する場合基本使用料の２倍とする。準
備・後始末の場合，基本料金と同額とする。

※競技場の照明は，従来の明るさ以上の明るさです。
特別照明は、大会やイベント等で特に明るさが必要な
場合の明るさとご理解ください。

 １０１～
   　１０４室

(空調含む) １時間 １６０円

冷暖房
設備

メイン
アリーナ

１時間毎 ２,０００円
２０１室 (空調含む)

名　　称 単位 使用料
利用時間 ９：００～２１：００（１時間単位での貸出です）

施　　設　　名 単位 使用料
特別照明

（1,000ルクス）
１時間毎 　 ５００円

回数 参加費
入場料の類を徴収する場合 　１,４４０円 ７２０円

　※入場料の徴収やイベント等については事務所へお問い合わせください

大会等の中止について

　ＩＨＩアリーナ呉で開催予定の９月５日卓球秋季リーグ（中学）、６日バレーボール一般男子秋
季リーグ、１９日卓球秋季リーグ（一般）、２７日バドミントン呉理事長杯は中止となりました。
今後も大会の中止又は延期が予想されますので、各大会の開催については、主催者もしくは施設に
確認してください。

ＩＨＩアリーナ呉　器具使用料 ＩＨＩアリーナ呉　会議室利用について

一　　般 高校生以下 単　位 　　　　スポーツ教室　受講生募集！ 申込受付期間　9/2(水) ～ 9/11(金)
　　　※受付最終日は17時まで

入場料の類を徴収しない場合 　 　４８０円 ２４０円
１時間までごとに

　利用の流れ

　①利用希望日前月の１日から１０日までの間，窓口又はインターネットで予約申請を受け付け，
　受付けた申請は調整となり，結果は１６日以降に確認可能です。

　②１６日以降の申請は，１時間単位で先着順で受け付けます。

　※入場料の徴収やイベント等については事務所へお問い合わせください

ＩＨＩアリーナ呉　サブコート　使用料

１/２面 １時間 　 ６００円 　 ３００円 ＩＨＩアリーナ呉（呉市体育館）利用時のお願い

１/４面 １時間 　 ３００円 　 １５０円 　発熱・咳・咽頭痛の症状や体調不良のある場合は使用できません。
　利用毎に、コロナウイルス感染予防確認シートへの記入・消毒・換気についての協力をお願いす
ることがあります。ご理解とご協力をお願いします。

お　　知　　ら　　せ 令和２年 ＩＨＩアリーナ呉だより
（ 呉市体育館だより ）

活き活きスポーツで，拡げよう！深めよう！人の和！

ＩＨＩアリーナ呉(呉市体育館)の施設利用について

9令和２年４月１日より使用料が改定されました。

ＩＨＩアリーナ呉　メインコート　使用料

　利用前月の１日～１０日の利用予約について
アマチュアスポーツの練習について、１時間単位での利用としています。

呉市体育館 〒737-0051　呉市中央４丁目１番１号

月号メイン 単位 一般 高校生以下 令和２年８月２８日　　呉市体育振興財団　Ｉ Ｈ Ｉ アリーナ呉
全面 １時間 ２,８８０円 １,４４０円

4,000円

ヨガ（夜）

教室名

18歳以上 30名
10/6～12/15

火曜日
10:00～11:30

18歳以上の
女性

25名
10/2～12/18

金曜日
19:00～20:30

18歳以上 35名
10/5～12/14

月曜日
19:00～20:30

実施時間実施期間・曜日定員対象

ピラティス＆ヨガ

ボール＆フィットネス

ＺＵＭＢＡ -ズンバ-

女性エアロビクス
＆ ストレッチ

ヨガ（朝）

　申込受付期間内にＩＨＩアリーナ呉の窓口にお越しいただくか、電話（25-3475）でお申込みください。
　申込が定員を超えた場合は、抽選となります。

10回 4,000円

10回 4,000円

18歳以上 25名
10/6～12/15

火曜日
11:45～13:15 10回 4,000円

18歳以上 30名
10/6～12/15

火曜日
13:30～15:00 10回 4,000円

10回 4,000円

18歳以上 35名
10/2～12/18

金曜日
10:00～11:30 10回

裁判所

呉市
消防局

呉市文化
ホール

図
書
館

JR呉線

呉警察署 郵便局

呉　駅

🅿
中央公園

呉市
体育館

呉
市
役
所

至 広島 至 広

【アクセス案内】

・電車で

ＪＲ呉駅より正面、今西通り

を北へ約５００m直進

（徒歩約１５分）

・バスで

焼山熊野苗代線 １番のりば

長ノ木長迫線(右回り) ９番

のりば

いずれも、「体育館前」下車

徒歩２分

今

西

通

り

蔵

本

通

り

国 道 ３１ 号

至 中央桟橋

広島呉道路



✽　入船山公園多目的広場　夜間照明の利用について

　　　　　　　　　　　　　　　　施設利用者の皆様へお願い！

　　　　　　　施設のお知らせや最新の状況などについて、当財団のホームページや
　　　　　　　ＩＨＩアリーナ呉のTwitterで発信しています。
　　　　　　　ご確認をお願いいたします。

使用可能日 使用可能時間 料    金

原則として
週3回

日没～
午後９時

1時間
７００円

✽　呉中央中学校 夜間照明の利用料について

７００円 １,４００円 １,０００円

練習日 練習日

練習日 練習日

練習日 練習日

練習日

練習日

月 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

練習日 練習日 練習日

29 火 スカウトランドひまわり幼稚園運動会リハーサル 練習日 練習日 練習日

30 水 就学時健康診断

日 練　　習　　日
ソフトボール
１部秋季大会

使用可能期間

26 土 練　　習　　日
中国新聞

ソフトボール(予備)

25 金 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

南支部リーグ

南支部リーグ

4月1日～
　　3月31日
(５月を除く)27

28

22 火 練　　習　　日
中国新聞

ソフトボール
※「夜間照明設備使用団体登録申請書」の提出が必要です。

※　使用後のグラウンド整備・消灯・施錠は確実に行ってください。また，新型コロナウイルス

　感染予防のため，使用した学校施設（トイレ等）の消毒を行ってください。

※　校内への駐車には制限がありますので,できるだけ乗り合わせてください。

23 水

21 月 練　　習　　日 南支部リーグ中国新聞　ソフトボール(予備)

南支部リーグ

練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

24 木 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

※　４月より11月末日まで　Ａコート，Ｃコートの貸出しをしております

※　Ｄコートの貸出しは，これまでどおり通年貸出しです。いずれのコートも

　　日没より２１：００までの時間単位で貸出します。
17 木

20 日 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

１時間単位の使用料
Aコート Cコート

19 土 練　　習　　日

18 金 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

中国新聞　ソフトボール
Dコート

練　　習　　日 練習日

月 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

16 水 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

県高等学校秋季バスケットボール大会
ソフトボール
２部秋季大会

練習日

小学生ソフトボール大会(予備)

9 水 練　　習　　日 練習日

15 火 練　　習　　日
クラスマッチ

呉宮原高等学校
練習日 練習日

◎　呉市内の団体の大会予約について

　※　抽選予約の関係で利用希望日の２ヶ月前の月末まで受付けます。
10 木 練　　習　　日

8 火 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

✽　入船山公園多目的広場・中央学園のご利用申込み方法
11 金 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

◎　ＩＨＩアリーナ呉(呉市体育館)の窓口で申請を受付けます。

◎　翌月分練習使用の場合は,1日～10日までに申請を受付け,11日～15日の間に

　調整を行い，調整結果は16日以降に確認できます。それ以降は，先着順に申請

　を受付けます。

12

14

土 県高等学校秋季バスケットボール大会

13 日

7 月 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

◎　インターネットから・・・Ｉ Ｄを取得していただくと，ひろしま公共施設予約サービスより，

　随時予約・抽選予約の申込ができます。https://yoyaku.e-harp.jp/hiroshima/

◎　ネットからの予約について

　　利用希望日の２日前まで予約可能です。

　※　５日に利用希望の場合，３日まで予約できます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひろしま公共施設予約サービス

5 土 練　　習　　日
ソフトボール

シニア秋季大会
練習日 高校サッカー県大会

6 日 練　　習　　日

4 金 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

小学生ソフトボール大会

◎　窓口では・・・月別の競技場利用の場合は，毎月1日から10日までに翌月分の申請を受付けて調整，

　16日以降に結果を確認できます。

　　それ以降は，先着順に申請を受付けます。

2 水 練　　習　　日 練習日

3 木 練　　習　　日 練習日

1 火 練　　習　　日 練習日 練習日 練習日

練習日 練習日

練習日 練習日

令和２年９月　行　 事　 予　 定　 表 ✽　施設のご利用について
令和２年８月２８日現在 ◎　体育館の利用時間とは，準備と片づけを含めた時間です。

　　（　ご利用時間内に，準備・清掃・撤収等を行うようにしてください。　）

　　なお、駐車場出入り口は21：15に施錠します。

Ｉ Ｈ Ｉ アリーナ呉
（呉 市 体 育 館）

呉市民広場（入船山公園）
A・Bコート Cコート Dコート

呉市体育振興財団

ホームページ

ＩＨＩアリーナ呉

Twitter


