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スポーツ協会って？

ご自由にお持ちください
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Top athlete
マツダラグビー部は1963年に創部、56年の歴史を持つ社会人チームです。

1972年から始まった西日本社会人リーグ
（後にトップキュウシュウリーグ）
に初期から参加し10回以上の優勝、全国社会人大会で

は1992年から3年連続でベスト８を経験しました。2017年からは新たに創設されたトップチャレンジリーグに参入しています。

ラグビーワールドカップ2019の日本開催でラグビー熱が高まる中、新戦力7選手が加わり、強豪チームがしのぎを削るリーグで勝

ち抜き、
トップリーグ昇格を目標に挑戦を続けます。ぜひ地元開催試合にお越しいただき、スピードと迫力溢れる選手たちの気合の入

った戦いに声援をお願いします。

トップ・アスリート登場
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2019-2020リーグスケジュール（8チーム総当たり）
地元開催試合
〈会場：コカ・コーラ ＢＪＩ ラグビー場（西区観音）〉
12月14日（土）13：00 キックオフ
ＶＳ コカ・コーラレッドスパークス
12月21日（土）13：00 キックオフ
ＶＳ 釜石シーウェイブスＲＦＣ
１月11日（土）13：00 キックオフ
ＶＳ 栗田工業ウォーターガッシュ

スポーツ施設情報コーナー

イベント案内
スケート開場祭（ひろしんビッグウェーブ）

【日 時】令和元年11月4日
（月・振）
9時～17時
（滑走は16時45分まで）
【対

象】小学生以上
（ただし、未就学児は1人につき保護者１人同伴の場合は可）

【参加料】18歳以上700円、小・中・高校生500円
（通常の約半額相当）
貸靴は別途300円、手袋着用
【内 容】事前申込が必要なイベント
（10/2
（水）
9時から窓口、10時から電話・先着）
カーリング体験会、アイスホッケー体験会
当日会場受付のイベント
初心者ワンポイントレッスン、
そり遊び、○×クイズなど
【問合せ】☎(082)222-1860
火曜休み

クアハウス湯の山「新年冬の大感謝祭」

【日 時】令和2年1月13日
（祝）
10時～18時
【対

象】
どなたでも

【参加料】入館料半額相当
中学生以上850円
（入湯税込）
、
小学生400円、3歳以上の幼児200円
【内 容】①ストレッチ体操指導
②お楽しみ抽選会
【申

込】当日施設窓口にて

【問合せ】☎(0829)83-1198 火曜休み
【その他】
「伝統文化保養
～冬至企画！ゆず湯で湯治～」
12/22
（日）
～1/27
（月）
実施

【その他】
スケートリンクは10月22日
（祝）
から供用開始の予定です。

施設紹介
Vol.26

湯来体育館

湯来体育館は、佐伯区湯来町にある、中体育室、剣道場、
トレーニング室、会議室
を備えたスポーツ施設で、卓球、バドミントンやトレーニング等の個人利用、スポーツ
大会や団体活動での専用利用ができます。
専用利用は１週間前までご予約いただけるので、急な予定にも対応できます。
また、屋内でフットサルができる数少ない施設のひとつで、専用利用でご利用いた
だけるほか、
「湯来フットサルリーグ」
や
「湯来フットサル交流会」
も開催しています。
10時から22時まで開館していますので、仕事帰りでもゆっくり、思い切りスポーツを楽しんでいただけます。
１０月１４日
（体育の日）
には、施設無料開放や体力測定会等のイベントを行います。近くには牧草地で遊んだり、おいし
いジェラートが食べられる牧場もありますので、この機会に、ぜひご来館ください。

＜スタッフこぼれ話＞
トレーニング室に新しいマシンが入りました。
特にオススメは、太ももの内側・外側を鍛えることが
できる
「アダクション＆アブダクション」。
湯来体育館のトレーニング室は混雑することが少な
く、自分のペースで集中してトレーニングできるので、
【超！穴場】です。一度来れば、リピート間違いなしです。
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スポーツ施設情報コーナー

スクールガイド
★家族で参加できるおすすめの教室
教 室 名

都合により事業内容が変わる場合があります。
詳しくは、各施設へお問い合わせください。

対

象

12月29日～1月3日（ひろしんビッグウェーブは12月30日～1月1日、クアハウス湯の山は12月31日～1月1日）は休館です。
期
間
時 間
定員
参加料
受付（先着順）

広域公園陸上競技場（エディオンスタジアム広島）木曜日休場 〒731-3167
ジュニア陸上クラブ

小学生

ジュニアホッケークラブ

幼児・小・中学生

広域公園テニスコート

安佐南区大塚西五丁目1－1

11/5.19.26 12/3.10.17
1/7.14.21.28 2/4.18.25（火）
同上 （雨天中止）

12/5（木）臨時休場 〒731-3167
小学生以上
（小学生は保護者同伴）

★ クリスマスリースづくり講座
遊＆ＹＯＵテニスダブルスゲーム

18歳以上の経験者

中区スポーツセンター
ソフトバレーボール交流会

小学生以上

10/19（土）

中学生以上

10/7

吉島屋内プール
18歳以上

水泳のツボ サンデー

中学生以上の各泳法経験者

広島翔洋テニスコート
中学生以上

レベルアップテニス

18歳以上の経験者

ひろしんビッグウェーブ（総合屋内プール）
チャレンジ！スケート

マエダハウジング東区スポーツセンター

1/6（月）

キッズできるよ！跳び箱教室

小学校1～3年生

11/14.28 12/12.26
1/9.23 2/13.27（木）

★ ベビー＆ママ産後トレーニング
★ ベビー＆ママふれあい体操
ピンポンしようよ！

0歳児と保護者
1歳児と保護者
小・中学生

東雲屋内プール
★ 親子プール体験

10/16

アクアビクス

11/20

12/18

1/15（水）

1/26（日）

18歳以上

10/2.9.16.23.30 11/6.13.20.27
12/4.11.18 1/15.22.29（水）

火曜日休館 〒734-0013
水泳が苦手な小学生

10/19

各24人

各500円

12/21

1/18（土）

水曜日休館 〒733-0823

10/15（火）9時から
開催前月15日9時から

10/1（火）9時から
当日開始30分前から

10:00~12:00

各20人

各800円

40人

1,100円

開催前月の初日開館日9時から

TEL（082）224-2191
開催前月の15日9時から

TEL（082）222-1860
12/15（日）9時から窓口、10時から電話
貸靴代別途要

TEL（082）222-1860

13:30~14:30

各20人

17:45~18:45

各24人

各600円

前月初回開催日、11
月分は10/4（金）
9時から窓口、
前月初回開催日、11 10時から電話
月分は10/10（木）

TEL（082）251-7721
13:30~14:30
14:45~15:45
13:30~15:00

各14組

各600円

24人

500円

⑾ 9:50~10:50
⑿11:00~12:00

各8組

各700円

12/15（日）9時から窓口、10時から電話

13:30~14:30

各20人

各600円

前開催日9時から窓口、10時から電話

開催月の初日開館日9時から

TEL（082）286-6909

南区出島一丁目32-92

11/16

3泳法で25ｍ以上泳げる小学生
スキルアップ！スイム（サマー＆ホリデー）
11/4 12/23 1/6.13 2/24（月）
以上
11/11.18.25 12/2.9.16
スキルアップ！スイム
3泳法で25ｍ以上泳げる18歳以上
1/20.27 2/3.10.17（月）

西区スポーツセンター

17:00~19:00

南区東雲三丁目16-3

3歳以上の幼児と保護者

出島屋内プール
水泳は苦手！でも泳ぎたい

各600円

南区楠那町7-31

11/16（土）

火曜日休館 〒734-0022

⑾⑿

500円
各400円

東区牛田新町一丁目8-3

18歳以上

火曜日休館 〒734-0032

20人
各32人

各12人

9:15~11:15

エンジョイ！アクアビクス

各500円

TEL（082）241-9355

東区牛田新町一丁目8-3

1/17

開催前月の15日9時から

TEL（082）249-8591

1/13（祝）

火曜日休館 〒732-0068

各20人

中区基町2-18

11/1.15 12/6.20
2/7.21（金）

南区スポーツセンター

19:00~21:00

各500円

TEL（082）848-9540

中区光南五丁目1-53

11/9 12/14 1/25 2/8（土）
11/7.14.21.28 12/5.12.19
1/9.16.23.30 2/6.13.20.27（木）

火曜日休館 〒732-0068

中学生以上

9:30~11:00
12/2

11/7.14.21 12/5.12.19
14:30~15:30
1/9.16.23 2/6.13.20（木）
11/3.17 12/1.15 1/12.26 2/2.16（日）
10:00~11:30
※日により泳法が異なります。

水曜日休館 〒730-0011

みんな集まれ！ソフトテニス教室

各30人

中区千田町三丁目8-12

11/11

水曜日休館 〒730-0825

やさしい！フィットネス＆水中運動

10:00~12:00

12/6.13
①10:00~12:00
2/14.28（金）
（雨天中止） ②13:00~15:00

水曜日休館 〒730-0052

★ ウオーキング体験会

各32人

安佐南区大塚西五丁目2－1

11/23（祝） ※材料費別途要
①11/8.22
②1/10.24

17:45~19:15

TEL（082）848-8484

TEL（082）254-2891

10:30~12:00
17:00~18:30

開催月の初日開館日
各12人

各700円

14:00~15:30

西区庚午南二丁目41-1

開催前月の
初日開館日

9時から窓口、
9時半から電話

TEL（082）272-8211

【西区スポーツセンターは、耐震工事のため９月２日（月）～翌年３月末（予定）まで臨時休館】
安佐南区スポーツセンター
★ 幼児と保護者のふれあい体操
燃やせ体脂肪！水中運動編
燃やせ体脂肪！ボディシェイプ編

火曜日休館 〒731-3164

安佐南区伴東三丁目13-16

3歳以上の幼児と保護者

11/9

18歳以上

10/3.10.17.24.31 11/7.14.21.28
12/5.12.19 1/9.16.23.30（木）
10/4.11.18.25 11/1.8.15.22.29
12/6.13.20 1/10.17.24.31（金）

安佐北区スポーツセンター

12/14

水曜日休館 〒739-1751

1/11

2/8（土）

水が苦手な小学生

10/27

ソフトバレーボール交流会

18歳以上

10/3.10.17.24.31 11/7.14.21.28
12/5.12.19.26 1/9.16.23.30（木）

安芸区スポーツセンター

いきいき運動教室

おおむね60歳以上

佐伯区スポーツセンター
スポーツキッズ「マット＆跳び箱」
チャレンジアクア「水中ウオーキング」
★ ベビーヨガ

はじめてトレーニング

13:30~14:30

各14人

11:00~12:00

各30人

開催前月の初日開館日9時から
各500円

TEL（082）843-4999
各400円

開催月の初日開館日
9時から窓口、10時から電話

各40人

各400円

当日開始15分前から

10:00~11:00

各20人

各600円

前開催日の10時半から

13:30~15:00

各30人

各500円

当日開始30分前から

10:00~12:00

安芸区中野東二丁目3-1

TEL（082）893-1998

佐伯区楽々園六丁目1-27

TEL（082）924-8198

10/19 11/16（土）
10/25 11/22（金）

9:15~10:45
13:30~15:00

各24人
各20人

各500円

0歳児と保護者

10/12（土）

10:00~11:00

12組

600円

火曜日休館 〒738-0512
高校生以上

11/9

11/21（木）

開催月の初日開館日9時から
受付中

TEL（0829）40-5100

18:00~22:00 各4チーム

10/27（日） 12/19（木） 1/20（月） 19:30~20:30

火曜日休館 〒738-0601
18歳以上

佐伯区湯来町白砂1215-1

2/8（土）

当日開始30分前から

各10人

1/26（日） 14:00~15:00

小学生
18歳以上

クアハウス湯の山
トレッキング&温泉入浴

12/22

10/3.10.17.24.31 11/7.14.21.28
12/5.12.19 1/9.16.23.30（木）
10/7.21.28 11/11.18.25
12/2.9.16 1/6.20.27（月）

火曜日休館 〒731-5136

湯来体育館
湯来フットサルリーグ

11/24

水曜日休館 〒739-0323
18歳以上

各12組

安佐北区深川二丁目50-1

水泳秘密練習（バタ足まで）

プールdeシェイプアップ

TEL（082）848-2411

9:30~10:30
11:00~12:00

各3人

佐伯区湯来町和田443

1チーム
各3,000円
施設利用
料金のみ

前開催日21時から
開催月の初日開館日10時から

TEL（0829）83-1198
9:00~17:00

20人

1,900円

10/16（水）10時から
入湯税別途50円要
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特

集

スポーツ協会の事業紹介

第２５回

10月13日 日 は広域公園へ！
当日誰でも参加
できる種目が
盛りだくさん！
参加無料！

■詳細はホームページで
ご覧いただけます。
対応機種であれば
「二次元コード」を
読み取って確認できます。

豪華景品が当たる

「お楽しみ
抽選会」
もあるよ！

スポーツ振興くじ助成事業

野外
ステージ

当日受付ＯＫ！

ニュー
スポーツ
体験
グルメ
コーナー
伝承
あそび

玉入れ

５０ｍかけっこ（3歳以上、先着５００人）と
１００ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ（小学生以上、先着２００人）は、

当日午前１１時から総合案内所で「参加申込票」を配付します。

50m
かけっこ

100m
ﾀｲﾑ
ﾄﾗｲｱﾙ

ペットボトルキャップの回収にご協力ください
小さな思いやりが
みんなの未来を創ります
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キャップのリサイクル収益は、貧困に苦しむ
世界の子どもたちの支援活動に取り組んでいる
団体に寄付し、世界の子どもたちにワクチンを
届けます。
自宅で集めたキャップを１０月１３日に
お持ちください。

スポーツ協会の事業紹介

よう！
行ってみ
よう！
やってみ

体育の日イベント情報

10月14日
（祝・月）
体育の日は、イベント参加及び一般利用とも施設個人利用料金が無料です。
内

容

施設名

◎どなたでも 〇3歳以上

全体行事名

プール

●トランポリンで遊ぼう （一般利用のみ）
●みんなでラジオ体操
●タイム測定会
●初心者
ワンポイント指導

出島屋内プール

●泳力測定会
●水泳ワンポイント
レッスン

佐伯区スポーツセンター

湯来体育館

クアハウス湯の山

その他
□ストレッチポールでセ
ルフボディケア（会議
室）

●eスポーツ体験
○体力測定会
○ニュースポーツ体験
◎スケートリンク見学
コーナー
（※その他事前申込の有
料イベントあり）
●体力測定会
□体組成測定会
○ニュースポーツ体験会

（一般利用のみ）

【西区スポーツセンターは、耐震工事のため９月２日（月）～翌年３月末（予定）まで臨時休館】
安佐南エンジョイ
スポーツフェスタ
「体育の日」

安佐北区スポーツセンター

安芸区スポーツセンター

トレーニング室

△コア・バランス
トレーニング

エンジョイ！
スポーツ祭
（体育の日）

東雲屋内プール

□18歳以上

●体操＆健康相談

●泳力測定会

南区スポーツセンター

安佐南区スポーツセンター

体育室

△中学生以上

●泳力測定会
●ウオーターランド
（小学生に限る）

吉島屋内プール

西区スポーツセンター

▼小学生以下

◎ニュースポーツ体験
●体力測定会
◎ワンポイントレッスン
□歩行動作解析コーナー

中区スポーツセンター

マエダハウジング
東区スポーツセンター

♪ いちおしイベント ♪

●小学生以上

エンジョイ！
スポーツ祭
（体育の日）

区民スポーツ祭
（体育の日）

●泳力測定会
●ワンポイント指導

◎トランポリン

（一般利用のみ）

●体力測定会
●親子ヨガ
●テニスコート有料

●泳力測定会
●水泳ワンポイント
アドバイス

▼トランポリン体験会
●体力測定会
（一般利用のみ）
●バウンドテニス体験会

◎健康相談チェック
◎キッズコーナー＆
軽スポーツ体験会

●水 泳ワンポイントアド ◎ニュースポーツ＆
昔遊び体験会
バイス＆泳力測定会
◎トランポリン体験会
○ウォーターキッズ
●体力測定会
タイム
●泳力測定会

スポーツフェスタ
2019
（体育の日）
体育の日（アクア、運 ○アクアビクス
動会、ストレツチ） ○水中運動会

◎ニュースポーツ広場

（一般利用のみ）

□健康相談コーナー

△３×３バスケットボール
（一般利用のみ）
体験会
△みんなでストレツチ

●テニスコート有料

●体力測定会
◎ニュースポーツ広場
●体力測定会
※

※クアハウス湯の山は、小学生以下は保護者同伴でご入館ください。当日はタオルの貸し出しはありません。

ニュースポーツ体験
（中区スポーツセンター）

水中運動会
（クアハウス湯の山）
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スポーツ少 年 団を訪 ねて
● 牛田サッカースポーツ少年団 ●
「仲間と共に」

「一生サッカーを楽しむ」

私は、
１年生の時に

ボール遊びのできない

サッカーを始め、今年

小さな公園が1つしかない

で６年目になりました。

地域にある牛田小学校。

最初は、なかなか上手

そこで、
「 子どもが体を動

になれないし、女子も

かせる場所を作ろう」
と、

１人だけなので、もう

40年前に小学校教員と一

やめようかなと思うこ
ともありました。しか
し、練習や試合、遠征

団員

かもたに

鴨谷

ゆ

り

友里

よしざき

監督 吉﨑

きよし

潔

緒に立ち上がり、サッカー
クラブを新設したのが本
団の始まりです。技術の向

などを通じて、チームの仲間と過ごす時間

上はもちろん、
「チームワーク」
、
「親子の絆」
、
「地域貢献活動」
、
「感謝の気持ち」
をモッ

が増え、サッカーなしでは過ごせないくら

トーに活動しています。

い大好きなものになりました。

毎年6月に主催する
「牛田ＣＵＰ」
サッカー大会は、47チームを招待する大規模な大

試合ではなかなか勝つことができないけ

会で26年目を迎えました。これまで継続できたのは、子どもたちの健全な育成を見守

れど、日々の練習を大切にしながら、仲間

るOBや保護者の皆様のおかげと感謝しています。今後も、ここでの出会いを大切

と共に成長していきたいと思っています。

に、子どもたちが一生サッカーを愛し伝承してくれることを願っています。

広島市スポーツ少年団 情報コーナー

第42回広島市スポーツ少年団大会

総合開会式

広島市スポーツ少年団が運営・実施する“第42回広島市スポーツ少年団大会”の総合
開会式が、
７月６日
（土）
に東区スポーツセンターで行われました。
昨年度は、豪雨災害により中止となりましたが、今年度は、
１５８団の団員・指導者合わせ
て約１,８００人が集い、活気あふれる開会式となりました。
スポーツ少年団では、各競技別の大会が行われており、日々の練習の成果を発揮しな
がら、多くの仲間との交流を深めるなど、大きな盛り上がりを見せております。
スポーツ少年団活動に関するお問い合わせは、広島市スポーツ協会・スポーツ少年団
担当までご連絡ください。

総合開会式の様子

スポーツイベントボランティア

スポーツイベントボランティア研修会
７月７日
（土）
１４時～１６時、マツダスタジアムの会議室とスタジアムコンコースで、今年度と昨年度の新規登録者対象に
『広島市
スポーツイベントボランティア新規登録者等対象研修会』
を行いました。
広島東洋カープの研修では、マツダスタジアムコンコースの各ゲートで実際に行われているチケットチェックを中心にロールプ
レイで再現し、お客様への対応の仕方、チケットの見方、案内の仕方などの留意点に
ついて共通理解を図り、心をこめたお客様への接し方を考えました。サンフレッチェ
広島の研修では、活動の内容や活動人数の減少等の現状を紹介し、数多くのボラン
ティア参加を呼びかけました。
今回の研修会は、スポーツイベントボランティア運営委員会が中心となって、講師
はカープ部会員、サンフレッチェ部会員、受付・会場準備は総務部会員、司会進行・記
録等は研修・レク部会員が行いました。外部講師を招へいしたこれまでの研修会と違
って、ボランティアによるボランティアのための自主的な研修会として第一歩を踏み
出しました。
これからも充実したボランティア活動に取り組んで参りたいと思います。
カープ全体ミーティング
サンフレッチェ全体ミーティング
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マツダスタジアムでの実地研修

この 道 ひとすじ
広島市体操協会

理事長

いし

むら

石村

加盟団体紹介
とも

ゆき

智之

私が体操競技を始めたのは高校入学時と遅かったのですが、折しもソウル五輪が開催され、
「清風コンビ」
が
オリンピックに出場、大活躍し体操競技に大注目が集まった、そんな年でした。当時は県内にも体操部のある高
校が数多くあり、大会も選手数が倍くらいいたのではないでしょうか。現在は体操部が少なくなって…と、競技
人口が減っていますという話ではなく、実は当時
「会長杯

広島市体操競技・新体操選手権大会」
という大会が

始まりました。小中高生が一堂に会するアットホームな大会で、平成元年から始まり、前回が第30回の記念大会
でした。なんと私も第１回大会に参加していると記憶しています。近年は出場選手数
（特に小学生の参加）
がどんどん増加しており、全
員で300人を超えるほど大きな大会となっています。この広がっている競技のすそ野をいかにして中・高へと繋げていくか、というの
が令和の課題であると感じております。
体操競技の楽しさは、できなかった技が
努力してできるようになるという所にあるの
はもちろんですが、技や演技が
「すごい！」
と
か
「かっこいい！」
とか
「美しい‼」
など
「できば
え」
を高めて評価される所にもあります。こ
れまで私は審判員として長く体操に携わっ
てきました。今後も体操の楽しさの一端を担
えるよう協力していきたいと思っています。

30回記念大会における模範演技
（会長杯出身の大学生）

ご支援ありがとうございます。

広島市スポーツ協会の活動を資金面から支えてい
ただいている賛助会員などのみなさま
（敬称略）

【賛助会員 法人・団体】
１44団体
㈱アスティ ㈱アドプレックス ㈱アンデルセン・パン生活文化研究所 ㈱石﨑本店 ㈱イズミ ㈲伊藤久芳堂 ㈱イトー ㈱いとや ㈱インパルスコーポレーション
ウエダ創工 ㈱Ａ・
Ｉ
・Ｃ広島マネジメントシェラトングランドホテル広島 ㈱永和 エステートファイナンス有限責任事業組合 ㈱エディオン ヱビス電工㈱
㈱エネルギアＬ＆Bパートナーズ ㈲大下大松園 ㈱大方工業所 大塚ウェルネスベンディング㈱広島営業所 大塚製薬㈱広島支店 ㈱大野石油店
医療法人社団追風会大本内科医院 ㈱オール・オン・スポーツ ㈱小川長春館 奥アンツーカ㈱広島営業所 ㈱加藤商会 ㈱加茂川 ㈱河崎組 ㈲カワダ
川本泰清税理士事務所 協和メンテナンス工業㈱ キョーリツコーポレーション㈱ キリンビール㈱西中国支社 ㈱久保田本店 グランドプリンスホテル広島 ㈱栗本
クリーン産業㈱ ㈱芸北造園土木 広成建設㈱ ㈱広成堂 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 境谷工業㈱ ㈱サニクリーン中国 三栄産業㈱ ㈱サンフレッチェ広島
三友商事㈱ ㈱神保 ㈲杉山スポーツ ㈱砂原組 スポーツ設備興業㈱ ㈱スポーツユニオン セイコータイムシステム㈱広島営業所 瀬戸内海汽船㈱ ゼネラル興産㈱
セノー㈱広島支店 瀬野川カンツリー倶楽部 ㈱センタークリーナー ㈲創元社 ㈱体育社 ㈱タカトープリントメディア ㈱田頭タイル 竹井機器工業㈱大阪支店
田中電機工業㈱ ㈲ダブルオー ㈱多山文具 ㈱千鳥 ㈱中国しんきんカード ㈱中国しんきんリース ㈱中國新聞社 ㈱中国放送 中電技術コンサルタント㈱
㈱中電工 つばめ交通㈱ Ｔ＆Ｔタウンファーマ㈱ ティーエスアルフレッサ㈱ ㈱テレビ新広島 ㈻同志舎リハビリテーションカレッジ島根 都市道路開発㈱ 長沼商事㈱
中村角㈱ ㈱中本本店 錦建設㈱ ㈱ニシヒロ ㈲西日本造園 ㈱ニットー 日本たばこ産業㈱中国支社 日本メックス㈱中国支店 ㈱ハークスレイ
パナソニックＥＳエンジニアリング㈱中国・四国支店 ㈱ヒロエー ㈱ヒロカシ ㈱広交本社 広島駅弁当㈱ 広島ガス㈱ 広島菅公学生服㈱ ㈱広島銀行
(一財)広島県環境保健協会 広島県信用組合 広島県スポーツ用品協同組合 広島市信用組合 広島市文化交流会館 (公財)広島市文化財団(広島サンプラザ)
広島市流通センター㈱ 広島信用金庫 広島総合開発㈱ 広島綜合警備保障㈱ 広島テレビ放送㈱ 広島電鉄㈱ ㈱広島東洋カープ 広島トヨタ自動車㈱
㈱広島パークレーン 広島日野自動車㈱ ㈱広島縫製 ㈱広島ホームテレビ 広島リゾート＆スポーツ専門学校 ㈻広島ＹＭＣＡ学園広島ＹＭＣＡウエルネススポーツセンター
㈱fukahori ㈱福屋 ㈱不二ビルサービス ㈱伏光組 堀田建設㈱ ㈱ホテルグランヴィア広島 ホテルメルパルク広島 ㈱ホライズン・ホテルズ広島ホテル事業所
㈱増岡組広島本店 マツダオートザム梅林
（㈱シンモト自動車） マツダ㈱ ㈱ミカサ 三島食品㈱ みずえ緑地㈱ 三井ガーデンホテル広島 みつぎ産業㈱ 宮川興業㈱
㈱むさし ㈲村上林業 ㈱もみじ銀行 ㈱モルテン 八洲管理㈱ ヤマネホールディングス㈱ ユウベル㈱ ㈱ユタカ建創 ㈱リーガロイヤルホテル広島 ㈱緑松
ワタナベスポーツグループ
【賛助会員 個人】102人 【賛助会員 パートナー】
５,４５3人 【スポーツカード会員】2,162人 【令和元年9月1日現在】
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まちおこし大作戦！～西日本豪雨災害復興支援イベント～
昨年７月の西日本豪雨災害の復興を願
い、広島
（安芸地区）
が誇るトップスポーツ
チームの選手・指導者によるスポーツクリ
ニックを安芸区スポーツセンターで開催
しました。
両日とも約100人の参加があり、
トップ
選手から直接技術指導を受けることでス
ポーツの楽しさを味わい、地域の元気や
活性化に役立てることができました。

第１弾・7/6
（土）
マツダ かけっこクリニック

第２弾・8/10
（土）
広島日野自動車 卓球クリニック

お知らせ
消費税率などの変更に伴い

●開館時間の変更

●施設使用料等を改定します

10月1日～来年6月30日は、各区スポーツセンター・
プール・体育館
（湯来体育館を除く）
の開館時間が9:00
～21:00になります。引き続きご利用ください。

10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8％
から10％に変更になることに伴い、スポーツセンター
等の施設利用料金等が一部改定となります。
詳しくは、各施設や協会ＨＰなどでご確認ください。

2020東京パラリンピックを応援しよう

車いすバスケットボールに挑戦！
2020東京パラリンピックへの応援機運を高めるため、公式種目
「車いすバスケ
ットボール」
の体験会を８月17日
（土）
、
１８日
（日）
に安佐北区スポーツセンターで
開催しました。
広島県車いすバスケットボール連盟や西日本のクラブチームの選手から指導を
受け、小学生から大人まで幅広い年齢層の方々に体験していただきました。競技用の車いすに乗って、操作の説明を受
けた後、鬼ごっこやシュート練習、
ミニゲームを行いました。
実際に競技用の車いすに乗ってみると軽く、子どもでも簡単に操作することができ、スピード感や衝突の迫力を体験す
ることができましたが、シュートはバスケットボール経験者でも難しくゴールは遠かったようです。
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