
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

5月分抽選日のお知らせ

平日分

4月5日(月)

土日祝・平日１７時以降分

4月3日(土)

鶴岡一人記念

令和３年３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
４月９日（金）・４月２３日（金）

「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

＊

＊

スポーツ教室 受講生募集

補修工事のため、1週間程度

アリーナが使用できず、皆様に

はご迷惑をおかけいたしました。

今回は部分的な補修となりまし

たが、今後も安全にご利用いた

だけるよう、適宜メンテナンス等

を行っていく予定です。

3/3～3/8の期間で、スポーツ会館アリーナの床の補修を行いました。フロアの傷や

汚れが目立つ部分などを中心に、床を研磨し、塗装するなどの作業を実施しました。フ

ロアが綺麗になり、より安全にアリーナを利用していただける環境が整いました。

練習や大会、そしてスポーツ会館に宿泊して合宿など…皆様のご利用をお待ちして

おります。

運動のしやすい季節になってきました。

ご家族で…、お友達と…、楽しく身体を動かして、

気持ちのよい汗を流しませんか？

【時 間】 18：00～20：50 ※受付18：00～

【料 金】 小・中学生→100円/人

高校生以上→200円/人

【種 目】 バドミントン（2面） 卓球（5台）

【持参物】 体育館シューズ、飲み物、運動のできる服装

★☆★ 申し込み方法 ★☆★

申込受付期間内に、鶴岡一人記念スポーツ会館窓口へ

直接お越しいただくか、お電話で申し込みをお願いします。

新しいスポーツを始めてみませんか？

皆様のお申し込みをお待ちしております！！

※ 申込が定員を超えた場合は抽選となります。

※ 予定は変更になる場合があります。

【申込先】

鶴岡一人記念スポーツ会館 TEL:0823-22-1264

≪宿泊受入定員について≫

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、現在の宿泊受入定員は46人です。

その他、詳しくはスポーツ会館までお問い合わせください。

アーチェリー教室
日 程 5/8（土）～7/17（土）の土曜日

回 数 全10回

時 間 14：00～16：00

場 所 呉市弓道場（遠的場）

定 員 30名

受講料 4,000円

【申込受付期間】

4/13（火）～4/26（月）17：00

ソフトバレーボール教室
日 程 5/15（土）～7/17（土）の土曜日

回 数 全10回

時 間 10：00～12：00

場 所 鶴岡一人記念スポーツ会館 3階アリーナ

定 員 30名

受講料 4,000円

【申込受付期間】

4/20（火）～5/3（月）17：00

卓球教室
日 程 5/7（金）～6/7（月）の月・金曜日

回 数 全10回

時 間 13：30～15：30

場 所 鶴岡一人記念スポーツ会館 3階アリーナ

定 員 25名

受講料 4,000円

【申込受付期間】

4/12（月）～4/25（日）17：00

スポーツ会館１階食堂 元気に営業中

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

1人1泊につき 2,160円 720円

1人1組につき

　宿泊代

　シーツ代 350円

　食事代 問い合わせください

鶴岡一人記念スポーツ会館

　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

≪アリーナ予約受付について≫

令和3年度4月分の申込より、ひろしま・やまぐち公共施設予約サービスを利用して申込をす

る場合でも、1時間単位での受付が可能になりました。なお、抽選（調整）申込（前月1～10日

受付）については、2時間単位での受付となります。

※公共施設予約サービスを利用して申込をする場合、窓口で利用者登録が必要です。

≪営業日≫ 月・火・木・金

≪営業時間≫ １１：３０～１３：３０

≪メニュー≫ ランチ ６５０円

手作りにこだわった日替わり

ランチです。おかずもたくさん

あり、ボリューム満点☺

どなたでもご利用いただけます。

ぜひご利用ください！！
※営業日や営業時間は変更になる場合があります。

→

パーテーションもあり、

コロナウイルス感染症

予防対策も万全です。



※ 3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～

気持ちのよい汗を流しませんか？

何事においても「目標を持つことが大切」と、頭で認識できているようでなかなか実

行できない自分ですが、テレビ等で水泳の池江璃花子さんの姿を拝見する度に「あの

姿勢を学ばなければ」と感じています。2016年リオ五輪出場以降も力を伸ばされ続け、

東京五輪のメダル獲得確実と見られていた彼女は、2019年2月以降、白血病との戦い

に向きあわなければならなくなりました。

彼女自身は既に一番の目標を次のパリ五輪出場、メダル獲得として、力強く前へと

進まれておられ、今年２月の東京都大会の50ｍバタフライで、学生新記録で優勝され

るまで力を戻されました。

ここトレーニング室には、多くの方が健康維持、何らかの大会に向けての補助トレー

ニングという目標を持って来られておられます。私たちスタッフの今一番の目標は「コ

ロナ・クラスター発生等による休館で、皆様の目標実現を妨げることを生じさせない。」

です。

○ スクワット(下半身全体)

自重スクワットの基本となるのが、ノーマルスクワットで下半身全体に有効です。

スクワット運動は大きく二つの動作、すなわち立ち上がる動作としゃがむ動作に

分けられ、それぞれで負荷のかかる筋肉部位が異なります。

● 立ち上がる動作で負荷のかかる筋肉部位

スクワットの立ち上がる動作で負荷のかかる筋肉部位は、大腿四頭筋・臀筋群・下腿三頭筋

です。なお、このように筋肉が収縮しながら動作を行うと、該当する筋繊維にはコンセントリック

収縮(短縮性収縮)と呼ばれる負荷がかかります。

● しゃがむ動作で負荷のかかる筋肉部位

しゃがむ動作をゆっくりと重力に逆らいながら行うことで、筋肉にはエキセントリック

収縮(伸張性収縮)と呼ばれる負荷がかかり、スクワット運動に組み込んだ場合、ハムスト

リングス(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)・腸腰筋群・前脛骨筋に対して負荷が加わります。

〇 自重スクワットの動作ポイント

スクワット系運動全てに言えることですが、もっとも大切な動作ポイントは「膝をつま先よりも

前」に出さないということで、これは膝関節・靭帯に過負荷がかからないようにするために

非常に重要なことです。

膝がつま先を越えるまでは筋力で体重を支えていますが、膝がつま先よりも前に出た時点で

体重は膝の靭帯の張力で支えてしまう状態になります。十分に留意してください。

また、スクワット系運動においては膝の向きとつま先の向きを揃えることも大切で、この

向きが揃っていないと膝関節に「ねじれ負荷」がかかってしまうので注意が必要です。

効果的に筋肉に負荷をかけるためのポイントとしては、背すじを伸ばす(背中を丸めない)こと

が重要で、これは背すじを伸ばす意識だけでなく、目線を上に向けてセットを行うことで大幅に

改善されます。

前２回において、日本パワーリフティング協会ＨＰから、「腕立て伏

せ」、「腹筋」と、ご家庭でもできる自重トレーニングを紹介してきました

が、今回はその最後として、スクワットを紹介致します。

下半身のフリーウエイトトレーニングのアップや仕上げとしても効果

的な「スクワット」を正しく行われることで、下半身、特に大腿四頭筋・

下腿三頭筋・大臀筋・中臀筋などの筋力アップ、筋肥大を図られては

如何でしょうか。

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

地区総体(近的) 高体連

月例会(遠的) 市弓連

市弓連

健康体操教室

市民体育大会

（遠的 近的）

30(金) 整　備

29(木)

気功太極拳
教室

財　団

27(火) 5～8
コート
整備

バスケット

ボールスクール

ドラゴン

フライズ

健康体操教室 財　団

28(水)

26(月)

国体二次予選
（遠的）

高体連

25(日) 春季県大会 高野連
シニアソフト
テニス大会

百歳会

23(金) 整　備

24(土) 春季県大会 高野連
市民大会

（予備日）
中体連

ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団

22(木) 整　備

気功太極拳

教室
財　団21(水)

ドラゴン

フライズ

20(火) 健康体操教室 財　団

18(日) 春季県大会 高野連 呉地区総体 高体連
市民大会
(予備日)

中体連

19(月)
バスケット

ボールスクール

17(土) 春季県大会 高野連 市民大会 中体連 市民大会 中体連
ｼﾞｭﾆｱ

陸上教室
財　団

16(金) 整　備

15(木) 整　備

14(水) 整　備

財　団13(火) 整　備

気功太極拳
教室

財　団

バスケット

ボールスクール

ドラゴン

フライズ
12(月)

県剣道連盟

審判講習会

市剣道

連盟
11(日) 国民体育大会 軟野連

10(土)

ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 財　団9(金) 整　備

8(木) 整　備

7(水) 整　備
気功太極拳

教室
財　団

バスケット

ボールスクール

ドラゴン

フライズ

健康体操教室 財　団

空手組手講習会
市空手道

連盟

呉市市民大会
(遠的)

ｱｰﾁｪﾘｰ
協会

5(月) 整　備 1～4
コート
整備6(火) 整　備

4(日) 都市対抗 軟野連
春季

クラブ対抗
呉市ソフト

テニス連盟

3(土) 都市対抗 軟野連
ｼﾞｭﾆｱ陸上
開講式

財　団

2(金)
都市対抗
(準備)

軟野連

1(木) 整　備

2021年４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。


