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スポーツ協会って？ 広島市各区スポーツセンター等を拠点に、市民のみなさまの「する・みる・ささえる」スポーツの振興に
取り組んでいます。
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　2019－20シーズンはB 2で開幕 2戦目から10連勝、その勢いのまま一度も連敗することなく、40勝
7 敗と高い勝率を残し、初のB 2西地区優勝と悲願のB 1昇格を勝ち取りました。
　来季のB 1は10月開幕予定。 2チーム増えた20チームが東西の 2地区制で熱戦を繰り広げます。
　バスケットボールはコートの近くで観戦でき、会場の盛り上がりは最高！　チームの応援をリード
するチアやアリーナMCにも注目です。
　また、B 1昇格を機に「トップス広島」に10チーム目として加入、他競技との交流によるスポーツ
の普及・振興や地域に密着した貢献活動にも取り組みます。

CONTENTS 広島市の魅力あるスポーツの情報

モヒカンアビィもよろしく！

チア（FLY…GIRLS）

 広島ドラゴンフライズ
★ついにBリーグ最高の舞台に立つ★
B2西地区優勝！B1昇格おめでとう
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新型コロナウイルス感
染症の感染予防を図る
ため、今後、本紙掲載
の催しなどが中止とな
る可能性があります。
詳しい開催状況は協会
ホームページをご覧い
ただくか、各施設にお
問い合わせください。

イベント案内

施設紹介

Vol.29　広島広域公園テニスコート

　広島広域公園テニスコートは、屋外16面・屋内 ４ 面の合わせて20面の全天候型コートを持つ、全国
有数の施設です。また、そのうち13面はテニスコー
トの国際基準である「デコターフ」となっており
ます。国際大会が実施可能なテニスコートとして
昨年度は、女子テニスの国際大会であるジャパン
ウイメンズオープンや、東京オリンピックの事前
合宿としてメキシコ代表チームにご利用いただき
ました。
　テニスコート正面入口の花壇は、地元のA.CITY
自治会・花の季台自治会の皆
さまのご協力をいただき、四
季折々の花を咲かせています。
　個人やグループでの利用も
可能なテニスコートですの
で、ぜひご利用ください。

トレッキング＆温泉入浴（クアハウス湯の山）
【日　時】① ９ 月2４日（木）　②10月22日（木）
　　　　　 ９ 時～17時
【内　容】湯来町近郊でトレッキングの後、クアハウス湯の山で入浴
【対　象】18歳以上
【定　員】各20人
【参加料】各1,９00円（入湯税別途50円）
【申　込】① 8 /15（土）～ ② ９ /16（水）～　
　　　　　10時～電話にて（先着順）
【問合せ】☎082９-83-11９8（火曜日休み）

ジャパンウイメンズオープン

屋内コートのジュニア教室 地元自治会の皆さまによる花壇づくり

〈スタッフこぼれ話〉
　昨年度、テニスコートと遊具広場に赤い動物オブジェを設置しま
した。絶好のインスタ映えスポットとなっています。動物オブジェ
は12匹！　中でもベンチに座っているブタはとなりに座ることがで
き、子どもに大人気です。
　広域公園にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 赤い動物オブジェのブタ

スポーツ施設情報コーナー
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スクールガイド
★夏休みにおすすめの教室　　 ８ / ６（木）は全施設で臨時開館、クアハウス湯の山は ７ /20（月）～ ８ /31（月）無休　広域公園テニスコートは ９ /24（木）は臨時休場

教 　室 　名 対　　象 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　安佐南区大塚西五丁目1-1　　TEL （0８2）８4８−８4８4
ジュニアホッケークラブ 幼児・小・中学生 ９/1.8.15.2９　10/6.13.20.27（火）

17：45～1９：15 各40人 各500円
開催前月15日 ９ 時から電話（雨天中止）

ジュニア陸上クラブ 小学生 ９/1.8.15.2９　10/6.13.27（火） 開催前月15日 ９ 時から電話

グラウンド・ゴルフ倶楽部 おおむね50歳以上 7/1.8.15　９/2.９.16.23.30（水） ９ ：00～12：00 各30人 各100円 当日開始15分前から第二球技場にて
（雨天中止）

広域公園テニスコート　　　　　　　　　　　　　　　定休日なし　　〒７31-31６７　安佐南区大塚西五丁目2-1　　TEL （0８2）８4８−９540
遊＆ＹＯＵテニスダブルスゲーム 18歳以上の経験者  10/９.23（金）　 10：00～12：00 各20人 各500円 開催前月15日 ９ 時から電話（雨天中止）
コジマホールディングス中区スポーツセンター　　　　水曜日休館　　〒７30-0052　中区千田町三丁目８-12　　　　　TEL （0８2）241−９355

★ なかスポげんキッズ 小学校 1 ～ 3 年生
7/21　8/18　９/15（火）

17：30～18：30 各20人

各500円
開催月の最初の開館日 ９ 時から

なかスポげんキッズ！年長コース 来年度小学生になる幼児 16：15～17：15 各14人

簡単！パワーヨガ 18歳以上 7/3.10.17.31　 8/7.21.28
９/4.11.18.25（金） 10：30～11：30 各20人 当日10時から窓口

吉島屋内プール　　　　　　　　　　　　　　　　　　水曜日休館　　〒７30-0８25　中区光南五丁目1-53 　　  　TEL （0８2）24９−８5９1　
トライ！ Jrクロール けのびができる小学生 ９/5.12.1９（土） 15：00～16：00 各10人 各600円

開催前月の最初の開館日 ９ 時から★ 水泳のツボ　サンデー 中学生以上の各泳法経験者 8/９.23　９/6.20（日） 
※日により泳法変更 10：00～11：30

各12人
各700円

やさしいフィットネス＆水中運動 18歳以上 8/20.27　９/3.10.17（木） 14：30～15：30 各600円
広島翔洋テニスコート　　　　　　　　　　　　　　　水曜日休館　　〒７30-0011　中区基町2-1８　　　　　　　　　　　　　TEL （0８2）224−21９1
みんな集まれ！ソフトテニス教室 中学生以上 ９/12　10/24（土） 17：00～1９：00 各24人 各500円

開催前月15日 ９ 時からレベルアップテニス 18歳以上の経験者 ９/3.10.17.24　10/1.8.15.22.2９（木）
10：00～12：00 各20人 各800円

体験テニス教室 18歳以上の硬式テニス初心者 ９/11（金）
ひろしんビッグウェーブ（総合屋内プール）　　　　　火曜日休館　　〒７32-00６８　東区牛田新町一丁目８-3　　　　TEL （0８2）222−1８６0
マエダハウジング東区スポーツセンター　　　　　　　火曜日休館　　〒７32-00６８　東区牛田新町一丁目８-3　　　　TEL （0８2）222−1８６0
シニアのためのストレッチ・ヨガ おおむね60歳以上

7/13.27　8/31　９/14.28（月）
９ ：15～10：15

各18人 各600円 7 / 1 （水） ９ 時から窓口、10時から電話
女性のためのコア・ヨガ 18歳以上の女性 10：30～11：30
南区スポーツセンター　　　　　　　　　　　　　　　火曜日休館　　〒７34-0032　南区楠那町７-31　　　　　　　　　　　TEL （0８2）251−７７21
ピンポンしようよ！ 小学生以上 7/18（土） ９ ：00～11：00 24人

各600円 開催月の最初の開館日 ９ 時からからだスッキリ体操 おおむね40歳以上 7/23（木・祝） ９ ：30～11：00 15人
かけっこ教室
～めざせ！みらいアスリート～

①年中・年長の幼児 
②小学校 1 ～ 3 年生 8/2９（土） ① ９ ：15～10：45 

②11：00～12：30 各30人

東雲屋内プール　　　　　　　　　　　　　　　　　　火曜日休館　　〒７34-0022　南区東雲三丁目1６-3　　　　　　　TEL （0８2）2８６−６９0９
アクアビクス

18歳以上
7 /1.8.15.22.2９　 8 /5.26　 ９ /2.９.23.30（水） 13：30～14：30 各10人

各600円 前開催日 ９ 時から窓口、10時から電話
初めてお手軽ヨガ！ ９/24（木） 17：30～18：30 各 8 人

親子プール体験 3 歳以上の幼児と保護者 ９/5（土）　９/6（日） ①10：15～11：15 
②11：30～12：30 各 4 組 各800円 8 / 1 （土） ９ 時から窓口、10時から電話

出島屋内プール　　　　　　　　　　　　　　　　　　火曜日休館　　〒７34-0013　南区出島一丁目32-９2　　　　　　TEL （0８2）254−2８９1
水泳は苦手！でも泳ぎたい 水泳が苦手な小学生 ９/1９（土） 10：30～12：00

各12人 各700円

開催月 1 日の 8 時半から窓口、 ９ 時から電話

★ スキルアップ！スイム（ホリデー） 3 泳法で50ｍ以上泳げる
小学生以上 8/3.10.17.24（月）　９/21（月・祝） 17：00～18：30

開催前月の最初の開館日の 8 時半から
窓口、 ９ 時から電話

スキルアップ！スイム 3 泳法で25ｍ以上泳げる
18歳以上

8/31　 ９/14.28
10/5.12.1９.26（月） 14：00～15：30

西区スポーツセンター　　　　　　　　　　　　　　　水曜日休館　　〒７33-0８23　西区庚午南二丁目41-1　　　　　TEL （0８2）2７2−８211
運動ギライの人のためのスト
レッチ＆ピラティス 18歳以上 8/6　10/1.8.15.22.2９（木） 13：00～14：00 各12人 各600円 開催月の前月15日の ９ 時から

こどものかけっこ教室
～めざせ！一等賞～ 小学生 ９/5.12（土） ９ ：00～10：30 各40人 各500円 8 /15（土） ９ 時から

安佐南区スポーツセンター　　　　　　　　　　　　　火曜日休館　　〒７31-31６4　安佐南区伴東三丁目13-1６　　TEL （0８2）８4８−2411
燃やせ体脂肪！水中運動編

18歳以上
９/3.17.24（木） 13：30～14：30 各14人

各600円 当日開始30分前から窓口燃やせ体脂肪！ボディシェイプ編
９/4.11.18.25（金）

11：00～12：00
各20人

リフレッシュ！ヨガ 13：00～14：30
大和興産安佐北区スポーツセンター　　　　　　　　　水曜日休館　　〒７3９-1７51　安佐北区深川二丁目50-1　　　TEL （0８2）８43−4９９９

バレトンで美姿勢づくり
18歳以上

7/6.13.20　8/3.24.31
９/7.14.28（月） 10：30～11：30

各25人 各500円 当日開始15分前から窓口
Let’sピラティス＆骨盤体操 7/2.９.16.30　8/6.20.27

９/3.10.17.24（木） 14：30～15：30

安芸区スポーツセンター　　　　　　　　　　　　　　水曜日休館　　〒７3９-0323　安芸区中野東二丁目3-1　　　　TEL （0８2）８９3−1９９８
エンジョイ！エアロビクス 18歳以上 7/3.10.17.31（金） 10：00～12：00

各30人 各500円
当日 ９ 時30分から窓口

エンジョイ！ヨガ① 18歳以上 7/3.10.17.31　8/7.21.28
９/4.11.18.25（金） 11：15～12：15 当日10時45分から窓口

佐伯区スポーツセンター　　　　　　　　　　　　　　火曜日休館　　〒７31-513６　佐伯区楽々園六丁目1-2７　　　TEL （0８2）９24−８1９８　　　
スポーツキッズ
（マット運動＆跳び箱） 小学生 7/18　９/1９（土） 8 ：45～10：15 各24人

各500円
開催月の最初の開館日 8 時30分から

命をまもる「浮いて待て」 小学生以上 ９/12（土） 17：00～18：00 24人 8 / 1 （土） 8 時半から
お手軽！アクアフィットネス 18歳以上 ９/25（金） 13：30～15：00 20人 ９ / 2 （水） 8 時半から
湯来体育館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　火曜日休館　　〒７3８-0512　佐伯区湯来町白砂1215-1　　　TEL （0８2９）40−5100　

★ いろんなスポーツを楽しもう！
バスケットボール編 小学生

8/8（土） 10：00～11：30
各32人 各500円

7 / 1 （水）10時から

チャレンジキッズ ９/5（土） 10：30～12：00 8 / 1 （土）10時から
クアハウス湯の山　　　　　　　　　　　　　　　　　火曜日休館　　〒７3８-0６01　佐伯区湯来町和田443　　　　　　TEL （0８2９）８3−11９８
幼児と保護者の水遊び体験 1 ・ 2 歳児と保護者 ９/5.12（土） 10：30～11：30 各12組 各500円 8 /15（土）10時から電話 

※要別途入湯税50円（中学生以上）トレッキング＆温泉入浴 18歳以上 ９/24（木） ９ ：00～17：00 20人 1,９00円

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。
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　当実行委員会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参加者および関係
者の皆さまの健康・安全面を最優先に考えた結果、10月11日（日）に開催を予定しておりまし
た「第26回広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル」を中止することと致しました。
　開催を楽しみにしていただいておりました皆さまに、深くお詫びを申し上げます。何卒、ご
理解を賜りますようお願いいたします。
　なお、「第27回広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル」は、令和 ３年10月10日（日）
に開催する予定ですので、今後ともご理解、ご協力くださいますようお願い致します。

　新型コロナウイルスの感染防止に向け、しばらくの間、以下の点を厳守のうえで
ご利用いただきますようご協力をお願いしております。なお、今後の状況により対
応に変更がある場合は、協会HPや各施設の掲示でお知らせします。

第26回広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル
中止のお知らせ

〈スポーツ施設の利用にあたっての注意事項〉

特 集　―スポーツ協会の事業紹介―

・発熱や、軽度であっても咳やのどの痛みなどの症状がある方
・過去 2週間以内に発熱やかぜの症状で受診や服薬等をした方
・過去 2週間以内に感染拡大している地域や国への訪問歴がある方
・持病のある方や妊婦など、健康や体調に不安のある方

●次の症状がある方は利用をご遠慮ください。

・万が一の場合に備え、お名前、連絡先等を確認させていただきますので、ご協力をお願いします。
・�プレー中以外はマスクまたは飛沫を防止するもの（ネックゲイター、フェイスシールド等）を
着用してください。
　�（トレーニング室の利用においては、トレーニング中もマスクまたは飛沫を防止するもの（ネッ
クゲイター、フェイスシールド等）を着用し、マスク等を着用のうえで、無理なく運動が可能
な範囲（強度）でご利用ください。）

・�その他、身体的距離の確保、咳エチケットの徹底やこまめな手洗い・消毒、 ３密（密集・密接・
密閉）を避ける行動など、感染拡大防止のため皆さんのご協力をお願いします。
※詳しくは、各施設にお問い合わせいただくか協会HPをご覧ください。

●利用にあたっては以下にご注意ください。

厚生労働省HP
「咳エチケット」から引用
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　新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の ３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの
着用、③手洗いや、「 ３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。
　このような「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは次のとおりです。

7月は『熱中症予防月間』です

「新しい生活様式」における 
熱中症予防行動のポイント
１ 　暑さを避けましょう
　　�　新型コロナウイルス感染症を予防するためには、冷房時でも換気扇や窓開放によって換気を確保する
必要があります。室内の温度・湿度をこまめに確認し、適切に管理しましょう。

　　�　外出時は暑い時間帯を避け、無理のない範囲で活動しましょう。また、涼しい服装を心掛け、日傘や
帽子を活用しましょう。

２ 　適宜マスクをはずしましょう
　　�　夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなるおそれがあります。屋
外で人と十分な距離（少なくとも ２㍍以上）が確保できる場合には、熱中症のリスクを考慮し、マスク
をはずすようにしましょう。

　　※�屋内運動施設での運動は、新型コロナウイルス感染症のクラ
スター（集団感染）のリスクが高いことから、各施設の情報
に従いましょう。

３ 　こまめに水分補給しましょう
　　�　マスクを着用している場合には、強い負荷の作業や運動は避け、のどが渇いていなく
てもこまめに水分補給を心がけるようにしましょう。

　　　激しい運動、作業を行ったとき、大量に汗をかいたときは塩分も補給しましょう。

４ 　日頃から健康管理しましょう
　　�　日頃の体温測定、健康チェックは、新型コロナウイルス感染症だけでなく、熱中症を予防する上でも
有効です。体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養するようにしましょう。

５ 　暑さに備えた体作りをしましょう
　　�　暑くなり始めの時期から適度に運動を心掛け、身体が暑さに慣れるようにしましょう。
水分補給は忘れずに、無理のない範囲で！

　　※�特に、高齢者、子ども、障害者の方は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。
３密を避けつつ、周囲の方からも積極的な声掛けをお願いします。

（参考文献）環境省・厚生労働省「令和 ２年度の熱中症予防行動」

（別紙２）

環 境 省
厚生労働省
令和2年5月

新型コロナウイルス感染症に関する情報：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

熱中症に関する詳しい情報： https://www.wbgt.env.go.jp/

新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、

③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このよ

うな「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

１ 暑さを避けましょう

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整

・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を

確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整

・暑い日や時間帯は無理をしない

・涼しい服装にする

・急に暑くなった日等は特に注意する

３ こまめに水分補給しましょう

・のどが渇く前に水分補給

・1日あたり１.２リットルを目安に

・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。３密

（密集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

４ 日頃から健康管理をしましょう

・日頃から体温測定、健康チェック

・体調が悪いと感じた時は、無理せず

自宅で静養

厚生労働省

５ 暑さに備えた体作りをしましょう

・暑くなり始めの時期から適度に運動を

・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で

・「やや暑い環境」で「ややきつい」と

感じる強度で毎日30分程度

２ 適宜マスクをはずしましょう

・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意

・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保で

きる場合には、マスクをはずす

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運

動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、

適宜マスクをはずして休憩を

距離を十分にとる
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団員代表　菊
きく

野
の

 穂
ほ の か

華　中学 ３ 年生

「努力を諦めない」
　私は ６ 歳の時、
父の影響で剣道
を始めました。運
動は苦手ですが
継続するのは得
意なので稽古を
休まないことを今まで頑張ってきまし
た。そして小学 ４ 、 ５ 、 ６ 年生の ３ 年
間無遅刻無欠席で稽古へ参加すること
ができました。今でも試合で勝つこと
は難しいですが、 ３ 年間の皆勤は試合
中の平常心に繋がっていると思います。
　昨年開催された試合では ３ 位入賞す
ることができ、今まで剣道をやってき
た中で一番嬉しい瞬間でした。これか
らも努力を続けて頑張ります。

　令和 ２ 年度後期 ♪スポーツイベントボランティアを募集します♪
【活動内容】
　　 　サンフレッチェ広島、広島東洋カープのホームゲームなど、令和 ２ 年度に広島市内で開催され

るスポーツイベントの運営補助（ゲームでのチケットチェック、場内案内などの活動）
　　　ほかにも、各種スポーツイベントの運営補助もあります。
【申込資格】
　　 　令和 ２ 年 ４ 月 １ 日現在１５歳以上（中学生は除く）で、登録説明会（ ８ 月開催予定、ホームペー

ジなどで確認してください。）に参加できる人
【申込方法】
　　 　往復はがきに「スポーツイベントボランティア登録の

申込」とし、住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、
応募動機、登録説明会希望日・会場を記入し下記へ　

　　 ７ 月31日（金）必着
【申込・問合せ先】
　　〒7３0-00４２　広島市中区国泰寺町一丁目 ４ -１５
　　（公財）広島市スポーツ協会　スポーツ・サポートセンター
　　☎（0８２）２４３-0５79（競技スポーツ係）

指導者　近
こん

藤
どう

 麻
ま

衣
い

「生涯剣道」
　当団は「剣道は剣の理法の修練による人間形成の道であ
る」の理念の元、安佐南区で３0年以上活動しています。小
学生から70歳すぎの幅広い年齢層の剣士が日々稽古してい
ます。剣道は不器用でも努力すれば必ず成果がでる競技で
す。日頃の稽古を大事にし、喜びや挫折を経験しながら、
長く剣道を続けることを願って指導しています。また、剣
道だけでなく、勉強や生活態度も剣士として評価されるよ
う指導しています。
　年に一度友好道場を招いて練成会を開催し、名物の「つ
るぎうどん」をふるまっています。稽古以外ではカープ観戦、
クリスマス会、ボウリ
ング大会など、楽しい
行事もあります。年に
数回行う指導者と子供
たちでチームを組む紅
白戦では、毎回接戦で
大いに盛り上がります。

広島剣
つるぎ
会
かい
スポーツ少年団（剣道）

大相撲安芸場所　会場案内

ボランティア日記　スポーツイベントボランティア

スポーツ少年団を訪ねて
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広島市ソフトテニス連盟　顧問　板
いた

摺
ずり

トキエ

　私がソフトテニスを始めたのは広島女子商業高等学校 １ 年の時で、広島は原爆
後の復興途上でした。沼地のような所へ手作業で砂を入れ、毎日ローラーをかけ
るコート造りから始め、練習はほとんど素振りばかりの １ 年でした。 ２ 年生の時
に、後に日本の軟式庭球を国際競技に押し上げた、故宮本行夫氏がコーチに就任
し、毎日猛特訓に頑張ってついて行きました。その結果、創部 ３ 年目の高校 ３ 年の時に、西日本選手
権大会・福島国体で優勝しました。

　卒業後は、日本たばこ産業で社内大会などへの出場を続け、昭
和３6年の秋田国体では、高校の後輩である山田・右近ペアの活躍
もあり、優勝することができました。
　転勤等でしばらく競技からは離れていましたが、昭和50年に岡
山県でママさんテニスが始まったのを契機に本格的に競技を再開
しました。帰広後は広島県レディースの役員もつとめ、平成 ３ 年
全国レディース大会を広島で引き受け、会員の献身的な協力によ
り、盛大に行うことができました。
　私の一番の思い出は、２00１年ねんりんピック広島で、元サッカー
日本代表の下村幸男氏と炬火ランナーに選ばれ、点火後には元
カープの故衣笠祥雄氏と同席し、インタビューを受けた事です。
とても光栄で一生の思い出として残っています。
　ソフトテニス人生70年の間には、多くの方に支えられ、応援し
ていただき感謝の念で一杯です。これからも、体力が許す限りソ
フトテニスを楽しみたいと思います。

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】１4２団体

㈱アスティ　㈱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専門学校　㈱fukahori　㈱福屋
㈱不二ビルサービス　㈱伏光組　㈱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】２,087人　【令和 ２ 年 6 月 １ 日現在】

この道ひとすじ  加盟団体紹介

中列左から ２ 人目が河野（板摺）さん、後列左から ２ 人
目が宮本コーチ

ご支援ありがとうございます。
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とニュース

施設名 呼称・愛称

新たに呼称が
変更となる施設

中区スポーツセンター コジマホールディングス中区スポーツセン
ター

安佐北区スポーツセンター 大和興産安佐北区スポーツセンター

引き続き呼称が
使用される施設

広島広域公園陸上競技場 エディオンスタジアム広島

中央庭球場 広島翔洋テニスコート
総合屋内プール ひろしんビッグウェーブ
東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

　今年度から ８月 ６日（平和記念日）は、スポーツ協会のすべてのスポーツ施設を開館・開場してい
ます。ぜひご利用ください。

８ 月 ６ 日は臨時開館・開場します

　 ７月 １日（水）～ ９月30日（水）の間、各区スポーツセンター、プール、体育館（吉島・高陽・湯
来・河内体育館を除く）の開館時間が ８：30～2１：30（前後30分延長）になります。

夏季　開館時間延長のお知らせ

コジマホールディングス中区スポーツセンター 大和興産安佐北区スポーツセンター

施設の呼称が変わります。
　広島市が公共施設の命名権取得者を公募したところ、当協会で管理している施設のうち 2施設
で応募があり、2020年 ７ 月 １ 日から2025年 3 月末まで呼称が変更になります。
　利用方法などはこれまでと変わりません。

発行／WING　VOL.101　令和 ２年（２0２0）６ 月30日　公益財団法人広島市スポーツ協会
〒730-004２　広島市中区国泰寺町 1丁目 4 -15　TEL（08２）２43-0578　FAX（08２）２49-3６41　印刷／㈱中本本店


