
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

3月分抽選日のお知らせ

平日分

2月1日(月)

土日祝・平日１７時以降分

2月6日(土)

鶴岡一人記念

令和３年１月２８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12日、26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 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

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。

硬式野球、軟式野球の練習、練習試合、大会などの目的で、

チームやクラブの団体、個人の方でも利用可能です。

また、打ち合わせなどで利用できる会議室もあります。

詳しくはお問い合わせください。（TEL：0823-22-1264）

鶴岡一人記念野球場 多目的グラウンド

サッカー、ソフトボール、グラウンドゴルフ、陸上などの練習で

ご利用いただけます。なお、革のソフトボール、ディンプル

ボール、硬式野球、軟式野球での利用はできません。

【備品】 少年用サッカーゴール2台、フットサル用ゴール4台

グラウンド内 約130ｍ×約65m

外周 ランニングコース約380ｍ

外周 ウォーキングコース約400ｍ

↑ ≪グラウンド≫

← ≪ダグアウト≫

スポーツ

会館 A B

令和3年度 大会での施設使用申込開始について

2月1日から令和3年度の大会での施設使用申込の受付が始まります。呉市内の団体が主催の大会の場合は、使用希望

日の6ヶ月前の１日から、呉市外の団体が主催の大会は使用希望日の4ヶ月前の１日から予約が可能です。

※2月1日から受付を開始する大会 呉市内の団体主催大会→4.5.6.7.8月分 呉市外の団体主催大会→4.5.6月分

AとBの間には、仕切りのネットがあ

ります。

また、照明整備もあるため、夜間の

練習でも利用可能です。（利用可能

時間 9：00～21：00）

インターネットで施設の予約申込、空き状況の確認ができます ‼

施設の予約申込及び空き状況の確認は窓口でも可能ですが、インターネッ

トでも可能です。インターネットでの予約申込には、窓口で利用者登録が必

要です。身分証明書をお持ちいただき、窓口で手続きをお願いします。なお、

施設の空き状況確認は、利用者登録不要でどなたでもご利用いただけます。

※調整申込や大会申込などについてはお問い合わせください。

鶴岡一人記念スポーツ会館：0823-22-1264

施設 インターネット申込 空き状況確認

鶴岡一人記念スポーツ会館　アリーナ ○ ○

テニスコート ○ ○

バレーコート ○ ○

多目的グラウンド ○ ○

屋内練習場 ○ ○

鶴岡一人記念球場 ×（窓口のみ） ○

弓道場（近的・遠的） ×（窓口のみ） ×ひろしま・やまぐち公共施設予約サービス→

https://yoyaku.e-harp.jp/facility/

※練習使用の場合、ダグアウトは

1塁側のみ利用可能です。

↑ ≪球場正面≫

センターライン122.0ｍ

ファウルライン97.5ｍ

内野スタンド9,900人収容

外野芝生スタンド5,100人収容

≪グラウンド 夜間照明使用時≫→

一般 高校生以下

１時間につき 2,880円 1,440円

１時間につき 1,440円 720円

１時間につき

１時間につき　会議室 560円

施設名

　野球場グラウンド（大会・練習試合使用）

10,000円

　野球場グラウンド（練習使用）

  グラウンド　照明（1/4点灯）

一般 高校生以下

１時間につき 720円 360円

 照明（全面） １時間につき

１時間につき 360円 180円

 照明（半面） １時間につき

施設名

　多目的グラウンド（全面 AB）

1,000円

500円

　多目的グラウンド（半面　AorB）



※ 1月28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。

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～

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

28(日) 高松宮賜杯 軟野連

27(土) 春季キャンプ

ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団

25(木) 春季キャンプ

26(金) 春季キャンプ

24(水) 春季キャンプ 5～8
コート
整備

23(火)

22(月)

21(日) 高松宮賜杯

市弓連

バスケット

ボールスクール

ドラゴン

フライズ

軟野連

財　団 月例会(近的)

19(金) 整　備

20(土)
ｼﾞｭﾆｱ

陸上教室

18(木) 整　備

17(水) 整　備

健康体操 財　団16(火)

バスケット

ボールスクール

ドラゴン

フライズ
15(月)

14(日) 高松宮賜杯 軟野連

13(土)

ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団12(金) 整　備

11(木)

10(水)

健康体操 財　団9(火)

バスケット

ボールスクール

ドラゴン

フライズ
8(月)

7(日) 高松宮賜杯 軟野連

財　団
呉地区弓道
選手権(近的)

高体連6(土)
呉昭和クラブ
親善試合

呉昭和
クラブ

ｼﾞｭﾆｱ
陸上教室

5(金) 整　備

3(水) 1～4
コート
整備4(木)

2(火)

バスケット

ボールスクール

ドラゴン

フライズ
1(月)

健康体操 財　団

2021年2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。


