
　　　　

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。）また、16日以降の申込については、

窓口とインターネットで先着順で受付します。16日の予約受付開

始時間は、窓口8：30～、インターネット9：00～です。

◆弓道場（近的･遠的）の申込方法

利用希望日の前月1日～10日の間に、スポーツ会館窓口または

インターネット(野球場は除く)で申請をしてください。受付した申

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、16日から先着順で受付します。16日の予約受付開始時

間は、窓口8：30～、インターネット10：00～です。なお、野球場は

窓口でのみの受付となります。

◆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

テニスコート

鶴岡一人記念球場

多目的

グラウンド

日本製鉄アクアパーク（市営プール）

屋内

練習場

バレーコート

呉市役所

セブンイレブン

地方裁判所

エディオン

藤三

弓道場（近的）

至呉駅
↓

至広→

↑

至焼山

今
西
通
り

● 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

【休 館 日】年末年始（12/29～1/3）

テニスコート

バレーコート

2月分抽選日のお知らせ

平日分

1月4日(月)

土日祝・平日１７時以降分

1月9日(土)

鶴岡一人記念

令和２年１２月２５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）

1月は８日、２２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

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 FAX：0823-22-1265

●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

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

＊

＊

※日程は変更になる場合があります。

令和2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）まで、年末年始休館日

となります。なお、12月28日（月）、1月4日（月）の開館・受付時間は

17：00までです。ご理解、ご協力のほどどうぞよろしくお願い致します。

【通常の受付時間】

日・月・祝日の受付時間→8：30～17：00

火～土の受付時間→8：30～21：00

12月28日（月） 受付17：00まで

12月29日（火）

12月30日（水）

12月31日（木）

1月1日（金）

1月2日（土）

1月3日（日）

1月4日（月） 受付17：00まで

年末年始休館

アリーナの他に宿泊室、トレーニング室、食堂などがあり、屋内スポーツでの練習の

みならず、合宿などでもご利用いただくことのできる施設です。アリーナをバスケット

ボール、バレーボール、ダンス（音楽使用）などでご利用いただく場合は、全面での

予約のみ受付可能です。詳しくはお問い合わせください。（TEL：0823-22-1264）

弓道やアーチェリーの練習でご利用いただけます。

鶴岡一人記念スポーツ会館

屋内練習場

弓道場

赤土のグラウンドで、硬式・軟式野球、ソフトボールの練習などでご利用いただけます。

投球練習場のみ予約の場合、利用日を含めた3日前から予約可能です。

一般 高校生以下

１時間につき 600円 300円

１時間につき 300円 150円

１時間につき

施設名

　アリーナ　全面（練習使用）

　アリーナ　半面（練習使用）

　談話室 280円

≪投球練習場≫≪グラウンド≫

≪3階 アリーナ≫ ≪2階 談話室≫

≪近的場≫→

←≪遠的場≫

一般 高校生以下

1人1回につき 200円 100円

1人1ヶ月につき 2,000円 1,000円

　弓道場（遠的・近的）
　　　　個人使用

施設名

≪翌月分インターネット予約開始時間の変更について≫

令和3年1月より、テニスコート・バレーコート翌月分の

インターネット予約受付開始時間を 9：00～に変更

いたします。

一般 高校生以下

１時間につき 800円 400円

　　照明（1/2点灯） １時間につき

　　照明（全点灯） １時間につき

１時間につき 200円 100円

照明 １時間につき

１時間につき　会議室 280円

施設名

　グラウンド（練習使用）

1,400円

2,800円

　投球練習場（3人同時に投球可）

200円

全面予約 半面予約

○　1面 ×

○　1面 ×

○　3面 ○　1面

○　3面 ○　1面

○　19台程度 ○　9台程度

○ ○

○ ×

種目

ソフトバレーボール

卓球

剣道

ダンス（音楽を使用する場合）

バスケットボール

バレーボール

バドミントン

≪1階 食堂≫ １階にある食堂はどなたでも

ご利用いただけます。

※合宿時の食事も対応可

月・火・木・金の11：30～13：00

まで営業しています。日替わり

ランチ650円です。



※ 12月25日現在の予定です。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。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部使用できない器具があります。あらかじめご了承ください。

新年明けましておめでとうございます。

昨年は、新型コロナという新たな感染病への対応で追われた1年でしたが、６

月の再開館以降、皆様の積極的なご協力により、クラスター等も発生すること

なく開館を継続できましたことに、心から感謝しております。

しかしながら、湿度の高い夏季を迎えると感染が途絶えるインフルエンザと

は違い、１年を通して感染の力を維持する新型コロナに対しては、少しでも早く

全国民への有効なワクチンの接種により、昨夏開催予定が今夏に延期されま

した東京オリンピックが無事開催されることを願ってやみません。

・・トレーニング室が、楽しくトレーニングに取り組まれる皆様の明るい笑顔で

溢れる１年でありますように・・

〇一般（1回） 450円

〇はたちのﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 225円

〇回数券（11枚綴） 4,500円

〇短期個人会員（3ヶ月）

7,400円

〇個人会員（1年） 24,700円

〇法人会員（1年） 61,800円

～利用料金～

３．マシントレーニング

一般的なケースとして、自宅での自重トレーニング・ダンベルトレーニングを経験し、

さらにレベルの高いトレーニングを目指してジムに通うようになった方が、最初に実施

するのがマシントレーニングです。

マシントレーニングは動作起動がマシンによって支えられているため、初心者の方で

も比較的簡単に高負荷トレーニングを実施できるのがメリットです。しかしながら、反面、

動作起動のブレを止めるための体幹インナーマッスルが鍛えにくいというデメリットがあ

ります。

ですので、最終的には高負荷かつ同時にインナーマッスルも強化できるバーベルト

レーニングを中心に、補助的にマシントレーニングやダンベルトレーニングを行っていく

のが、ジムにおける本格的な筋力トレーニングの在り方です。

４．バーベルトレーニング

全てのウエイトトレーニングの基礎となり、また、もっとも効果の高い筋力トレーニン

グがバーベルトレーニングです。両手でウエイトを扱うため高重量が扱いやすく、動作

起動が完全に自身で制御できるため個人の特性に合わせたトレーニングの実施が可

能です。

反面、動作フォームなど技術の習得が必要となり、専門家の指導下で実施すること

が必要になります。また、バーベルトレーニングのなかでも「BIG3」と呼ばれるバーベル

ベンチプレス・バーベルデッドリフト・バーベルスクワットは、この3種目だけ実施していっ

ても十分に全身の筋肉が強化できるとされています。

なお、パワーリフティング競技の3種目は、このバーベルベンチプレス・バーベルデッド

リフト・バーベルスクワットの挙上重量によって競われます。

前回は、日本パワーリフティング協会ＨＰから、①自重トレーニン

グ、②ダンベルトレーニング、③マシーントレーニング、及び④バー

ベルトレーニングの筋力トレーニング４種のうち①・②の紹介を致

しました。

今回は、③ ・ ④の特性を紹介致しますので、前回のものとそれ

ぞれの特性を認識することで、トレーニングをより有効なものにし

ていただきたいと思います。

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

第18回県小学生

空手道選手権

呉市選考会

市空手

道連盟
31(日) 芝養生

30(土) 芝養生

29(金) 芝養生

28(木) 芝養生

27(水) 芝養生

26(火) 芝養生 5～8
コート
整備

25(月) 芝養生

健康体操教室 財　団

バスケット

ボールスクール

ドラゴン

フライズ

財　団

23(土) 芝養生

24(日) 芝養生

ｼﾞｭﾆｱ

陸上教室
財 団

22(金) 芝養生

21(木) 芝養生

ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ

20(水) 芝養生

健康体操教室 財　団19(火) 芝養生

バスケット

ボールスクール

ドラゴン

フライズ
18(月) 芝養生

17(日) 芝養生
ソフトテニス

大会(仮名)
百歳会

市弓連16(土) 芝養生

整　備15(金) 芝養生

月例会(近)

14(木) 芝養生 整　備

12(火) 芝養生

13(水) 芝養生

健康体操教室 財　団

11(月) 芝養生 射初会 (近的) 市弓連

10(日) 芝養生
県対抗

代表選考会

ｿﾌﾄﾃﾆｽ

連盟

9(土) 芝養生
ｼﾞｭﾆｱ

陸上教室
財 団

8(金) 芝養生

7(木) 芝養生 1～4
コート
整備 ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団

6(水) 芝養生

健康体操教室 財　団

休み
17:00～

5(火) 芝養生

休み
17：00～

4(月)
休み

17：00～
休み

17:00～
休み

17：00～
休み

17:00～

休み

3(日) 休み 休み 休み 休み 休み 休み

2(土) 休み 休み 休み 休み

休み 休み 休み1(金) 休み 休み 休み

休み

2021年1月(令和３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

空白 ＝練習日

※整備等の都合により,予定が変更することがあります。


