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◆ 翌月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
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年末年始 休日のご案内！
次のとおり休所日とさせて頂きます。なお、１２月２８（火）及び

１月４日（火）の受付・施設利用時間は１７時迄となっております。

１２月２９日(水) １月３日(月)

人気の教室です。ヨガで心も体

もリラックスして、体質改善に

取り組みます。より上のシェイ

プアップを目指します。

年４回、４月・７月・１０月・１月に開講予定です。

１教室１２回（週１回毎木曜・１４時～１５時３０分）

９０分のレッスンです。

対象は１８歳以上、２０名の定員です（定員を超えた

場合は抽選となります）

料金は４,８００円です。申込みは受付又はお電話で

あなたのライフスタイルに

ピッタリの充実した内容で

す。実力に合わせてレッスン

します。

４月開講予定です（昼間・１０時～１２時/１２０分）

・１０回のレッスンで、週２回（火・金）で行います。

・対象は１８歳以上、１５名の定員です（定員を超えた

場合は抽選となります）

・料金は４,０００円です。申込みは受付窓口・お電話で

９月開講予定です（夜間・１９時～２１時/１２０分）

・１０回のレッスンで、週２回（火・木）で行います。

・対象は１８歳以上、３０名の定員です（定員を超えた

場合は抽選となります）

・料金は４,５００円です。申込みは受付又はお電話で

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1587600813/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE0LzAxL2Jsb2ctcG9zdF82NjI5Lmh0bWw-/RS=%5eADBtLTycGhpXDrO_Yt1my_lHcbBaqM-;_ylt=A2RCL5MtjJ9eK3wA6lCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1587348078/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3Nwb3J0cy1rdXJlLmNvbS9zaGlzZXRzdS9zLTUzMA--/RS=%5eADBZBKUtMgPFP0yZ.e5VhkKi95b5Ho-;_ylt=A2RCL5XtsJte7B8AhiaU3uV7


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

ミツトヨ スポーツパーク郷原では、ツイッター(Twitter)を2011年6月から利用

開始して丸10年となりました。これからも「つぶやき」と共に様々な情報をお届

けして参ります。Twitterは140文字以内のメッセージでのコミュニケーションを

基本とするSNSです。

イメージ写真

施設のラインナップ

１

陸上競技場
陸上競技場は、日本陸上競技連盟３種公認の競技場です。

第３種とは、「都道府県内の対抗競技会を開催し得るも

の」となっています。大会本番さながらの競技場で、個

人・団体等での練習が可能です。

◆トラック：400ｍ×８レーン全天候型(タータン陸上)

◆フィールド：天然芝 面積105ｍ×68ｍ・夜間照明完備

2

多目的グラウンド
多目的グラウンドは、陸上競技場のフィールドと同様

に、天然芝を敷き詰めており、主にサッカー競技のほ

か、グラウンドゴルフ、ソフトボールなどがプレイで

きます。参加チームが多い競技に適しています。

◆多目的グラウンド：天然芝・敷地面積22,500㎡

◆夜間照明完備

テニスコート
テニスコートは、コートの一種である「オムニコート」

を採用おり、ベースが砂入り人工芝コートになっていま

す。オムニコートは、水はけが良いために、多少の雨が

降ってもプレイができるメリットがあります。

◆全天候型コート10面・練習コート半面(無料)

◆夜間照明完備・敷地面積7,700㎡

3

4

弓道場

野球場の大規模改修工事を行います。ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

令和３年９月１６日(木)～令和４年３月３日（木）※工事日程は変更となる場合があります。

弓道場は、近的射場(28ｍ)と遠的射場(60ｍ)を兼ね備え

ています。射場では、じっくり心が落ち着けて、神経を

集中することができます。日本伝統の奥深いスポーツの

場として最適です。

◆近的6射場(28ｍ)・遠的3射場(60ｍ)

◆審判席等の付属設備完備

当財団では、ホームページや

ミツトヨ スポーツパーク郷原

のTwitterで最新情報を発信

しています！

『新型コロナウイルス感染症対策 取組宣言店』

当センターでは、実情にあった「新型コロナウイルス感染症予防策」

を策定し、その自主的な取り組みを広島県に宣言しています。

呉市体育振興ホームページ

ミツトヨスポーツパーク郷原Twitter

ミツトヨ スポーツパーク郷原では、ツイッター(Twitter)を2011年6月から利用

開始して丸10年となりました。これからも「つぶやき」と共に様々な情報をお届

けして参ります。Twitterは140文字以内のメッセージでのコミュニケーションを

基本とするSNSです。

陸上競技場・テニスコートをはじめとする各施設の

予約の空き状況や各種の競技大会のイベント情報を

随時、発信しています。

当センターの豊かな自然環境の様子や利便性を高め

て頂いている、近くのお店屋さん等をご紹介してい

ます。

毎月発行している、「ミツトヨ スポーツパーク郷原だより」の

トピックスや教室募集(硬式テニス教室・ヨガ教室)のお知らせを

しています。

(公財)呉市体育振興財団に属する各施設の仲間たちをリツイート

する形で、気になったツイートをシェアしています。写真は、

呉市スポーツ会館食堂の人気のあるランチです。ランチはテイク

アウトもOKです。

(令和３年１２月１６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

1 土

元 旦

ニューイヤーサッカー ニューイヤーサッカー

広島国際学院高校 広島国際学院高校

南支部(４種) つばきリーグ(３種) 都道府県対抗中学生大会選考会

サッカー協会 サッカー協会 中体連

県トレセン女子(４種) リーグ戦(１種) 冬季シングルス

サッカー協会 サッカー協会 呉市テニス協会

10 月 アシニスクラブ大会

成人の旦 アシニスクラブ

県新人戦(２種) 南支部(４種) アシニスクラブ大会

高体連・呉市サッカー協会 サッカー協会 アシニスクラブ

県新人戦(２種) 南支部(４種) 冬季シングルス

高体連・呉市サッカー協会 サッカー協会 呉市テニス協会

火

ONZA CUP(３種) コスモ杯(４種)

呉市サッカー協会 サッカー協会

ONZA CUP(３種) コスモ杯(４種) 冬季シングルス(予備日)

呉市サッカー協会 サッカー協会 呉市テニス協会

ウインターカップ ウインターカップ

中体連 中体連

ウインターカップ ウインターカップ アシニスクラブ大会

中体連 中体連 アシニスクラブ

☆行事予定は変更になる場合があります。
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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）
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☆各競技場の空き状況はひろしま公共施設予約サービス（https://yoyaku.e-harp.jp/hiroshima/）からご覧いただけます
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