
　　　　

　　　　　　

令和 4 年 ７ 月 ２８  日発行 

ＩＨＩアリーナ呉 

       だより  

◆ 翌月の練習目的での予約  
 ・利用希望日の前月１日から１０日の間に、受付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のうえ、結果は利用希望日の前月１６日に決定します。それ以降の申請は 

  先着順で受付ます。 

 ・使用料は、利用日決定後から月末までに前納して下さい。利用日決定後に都合でキャンセルす 

  る場合でも、支払い義務が生じていますのでお支払いをお願いします。 

 ＊電話でのご予約はご遠慮下さい。受付窓口またはインターネットで申請して下さい。  

 ＊入場料の類を徴収する場合やイベント等については、電話等でお問い合わせ下さい。  

   

  
 

〒737-0051 

呉市中央４丁目１番１号 

☎ 0823-25-3475  FAX 0823-26-6271 
E-mail:kureshitaiikukan@swan.ocn.ne.jp 

ピラティス＆ヨガ 

★ 申込期間はすべて8/18(木)～8/30(火)17時迄です  窓口かお電話でどうぞ 

ピラティスで体幹を整えて、ヨガで心と

筋肉のバランスを整えていきます。 

期 間：１０/４～１２/２０の火曜日 (全１２回) 

時 間：１０時～１１時３０分 (９０分)  

定 員：３０名 

料 金：４,８００円 

※18歳以上が対象です  新規申込者優先で定員超の場合は抽選となります 

ボール＆フィットネス 

バランスボールによるエクササイズです。

遊び感覚で柔軟性や体力を向上させます。 

期 間：１０/４～１２/２０の火曜日 (全１２回) 

時 間：１１時４５分～１３時４５分 (９０分)  

定 員：２５名 

料 金：４,８００円 

ＺＵＭＢＡ - ズンバ - 

軽快なダンス音楽に合わせて、楽しみな

がら汗を流して脂肪を燃焼させます。 

期 間：１０/４～１２/２０の火曜日 (全１２回) 

時 間：１３時３０分～１５時 (９０分)  

定 員：３０名 

料 金：４,８００円 

エアロビクスは簡単にできる有酸素運動

です。ストレッチで疲労を防ぎます。 

深い呼吸と全身を使ってポーズをとる身

体技法です。ライフスタイルに合わせて、

朝か夜の教室をお選び下さい。 

期 間：９/３０～１２/２３の金曜日 (全１０回) 

時 間：１９時～２０時３０分 (９０分)  

定 員：２５名 

料 金：４,０００円 

期 間：９/３０～１２/２３の金曜日 (全１０回) 

時 間：１０時～１１時３０分 (９０分)  

定 員：３５名 

料 金：４,０００円 

期 間：１０/３～１２/１９の月曜日 (全１０回) 

時 間：１９時～２０時３０分 (９０分)  

定 員：３５名 

料 金：４,０００円 

やさしいエアロビクス＆ストレッチ 

深い呼吸と全身を使ってポーズをとる身

体技法です。ライフスタイルに合わせて、

朝か夜の教室をお選び下さい。 

（朝）のヨガ （夜）のヨガ 

＊電車でのアクセス＊ 

ＪＲ呉駅で下車のうえ、表玄関の今西

通りを北へ約５００ｍ直進した右手方

向（徒歩約１５分） 

＊バスでのアクセス＊ 

ＪＲ呉駅表玄関 

・焼山熊野苗代線 １番のりば 

・長の木長迫線（右回り） ９番のりば 

いずれも、「体育館前」で下車 

全面使用
　バレーボール　　　　２面

　バスケットボール　　２面
　バドミントン　　　　８面

１/２面使用
　バレーボール　　　　１面

　バスケットボール　　１面
　卓球　　　　　　　１２台

１/４面使用
　バドミントン　　　　２面

　ソフトバレーボール　２面
３００円

３００円

１５０円

メイン

アリーナ

1,681㎡
(41m×41m)

サブコート

225㎡
(25m×9m)

天井高により使用制

限有。卓球・ダンス
等で使用可

　卓球　　　　　　　　６台 ４８０円 ２４０円

ＩＨＩアリーナ呉　施設使用料
※アマチュアスポーツに使用する場合（入場料の類を徴収しない場合）　単位：１時間

２,８８０円 １,４４０円

６００円

施　　設　　名 使　　用　　例 一　般 高校生以下

1.会議室（１０１～１０４室 ２０１室）は、利用希望日の

特　別　照　明

（1,000ルクス）
１時間 　　 ５００円

会議室 ２０１室

(定員78名・空調含む)
１時間 ３２０円

放　送　設　備 一式１日 　２,０００円
会議室 １０１室～１０４室

(定員24名・空調含む)
１時間 １６０円

ＩＨＩアリーナ呉　器具使用料 ＩＨＩアリーナ呉　附属施設使用料

１時間 　　 ２００円

施設名 単　位 一　般 高校生以下
メイン

アリーナ
１時間 　２,０００円

４００円 ２００円

展示用パネル １組１日 　　　 ５０円

シャワー(５分間)

東側更衣室内

椅　子

(会議室を除く)
１脚１日 　　　 ５０円

１階ロビー

(ギャラリー)
１時間 ５００円 ２５０円

長　机

(会議室を除く)
１脚１日

冷暖房

設備

１人１回 　　 １００円

コンセント 機器１台

名　　称 単　位 使用料 施　　設　　名 単　位 使用料

　６ケ月前の１日から先着順で受付ます。

2.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倍に相当する額とします。

3.開館時間（９時～２１時）外で使用する場合は基本使用料

　の２倍とします。

　　　 ５０円

２階ロビー

(ギャラリー)
１時間

　　 ２００円

◎コンセント使用料は，アマチュアスポーツに使用する場

合は無料となります。

サブコート



呉市体育振興財団 ホームページ ＩＨＩアリーナ呉 Twitter 

ＩＨＩアリーナ呉では、ツイッター（Ｔｗｔｔｅｒ）を２０１６年１２月から利用開始しています。 

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。 

★失われる水と塩分を取り戻そう 
暑い時には、こまめに水分を補給しましょう。汗から 

は水分と同時に塩分も失われます。スポーツドリンク 

を利用して塩分も補給しましょう。 

 

★急な暑さに要注意 
急に暑くなったら、軽い運動にとどめ、暑さに慣れるまでの 

数日間は軽い短時間の運動から徐々に運動強度・量を増やし 

ていくようにしましょう。 

入船山公園多目的広場・呉中央中学校の使用申請方法

◎ＩＨＩアリーナ呉(呉市体育館)の窓口で申請を受け付けます。

◎翌月分練習使用の場合は,1日から10日までに申請を受け付け,11日から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

申請を受け付けます。

１時間単位の使用料

入船山公園多目的広場　夜間照明のご利用について

◎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，通年貸出しです。

◎いずれのコートも平日（月～金曜日）の日没より午後９時までの時間単位で貸出します。

Aコート Cコート Dコート

７００円 １,４００円 １,０００円

呉中央中学校　夜間照明のご利用について

◎「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ご利用ください。

日没～
午後９時

1時間
７００円

使用可能期間 使用可能日 使用可能時間 料    金

4月1日～
　　3月31日
(５月を除く)

原則として
週3回

(月・水・金)

新型コロナウイルス 団体代表者は 使用の都度 体

調確認等のため チェック

シートへの記入をお願いし

ます。 
8：00～

9：00～

9：00～

9：00～

8：00～

9：00～

＜令和４年８月度 行事予定表＞
（令和４年６月２０日 現在）

行 事 名 主催者
使用 Ａ・Ｂコート Ｃコート Ｄコート

時間 行事名/主催者 行事名/主催者 行事名/主催者

1 月

2 火

7 日

8 月

4 木

5 金

シニア・実年大会
呉ソフトボール協会

3 水

6 土 県知事杯バレーボール大会 高体連
20:00

呉市選手権大会 一般

10 水

9 火

14 日

15 月

16 火

11 木

12 金

13 土

17 水

20 土

21 日

22 月

18 木

19 金

23 火

国体中国地区大会
（ハンドボール）

呉ハンドボール

協会 21:00
国体中国地区大会 呉ハンドボール

協会（ハンドボール） 19:00

25 木

26 金

24 水

（バスケットボール）
呉バスケット

ボール協会 17:00

ママ連役員親善大会 呉バレーボール

協会（バレーボール） 18:00
呉市選手権大会 一般 呉バスケット

ボール協会（バスケットボール） 19:00

シニア・実年大会
呉ソフトボール協会

商工会議所
呉ソフトボール協会

商工会議所
呉ソフトボール協会

※ 行事日程は変更になる場合があります。

31 水

28 日

29 月

30 火

27 土

ＩＨＩアリーナ呉
呉市民広場
（入船山公園）

８月


