今月は、テニスコートを利用されている廿日市市体育
協会佐伯地域連盟 テニス部(愛称：ラブオール)さん
にインタビューさせて頂きました。

① テニスコートを月に何回くらい利用されていますか？
A 週に2回(月曜日・土曜日)利用しています。私は、
個人的にはもっと練習したいので、行けるときは
毎日壁打ちに行っています！
② テニスコートを利用されている理由は？
A 施設もいいですし、料金もお手ごろですし、地元
なので愛着もありますしね。又施設の方々もいい
方々なので気持ちよく利用させてもらってます。

④ チームの年齢層・人数、そしてチームができた
きっかけを教えてください。
A 一番若い方で30代、一番上の方では70代の
方がいます。会員は男女で約30人ですが、
実際練習に来ている人は15人ぐらいですか
ね。10年くらい前に、テニス好きの人が作ら
れたのがきっかけです。やはりうまくなりたい
ですから毎週月曜日は、コーチに来ていた
だいて、基本からしっかり指導を受けていま
す！！！

〒738-0222 広島県廿日市市津田545番地
TEL:0829-72-1601 FAX:0829-72-1603

佐伯総合スポーツ公園指定管理者ポラーノグループ特定共同企業体

⑤ 最後になりますが、今のチームの目標は？
A Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄと広島市のテニスのランクがある
のですが、初心のＤランクで優勝することです。
何回か優勝したことはありますが、勝率を上げ
て、1つ上のＣランクに行きたいですね！

③ テニスコートを使われた感想と何か要望があれば
お願いします。
A 1つ言えば、４コートの内１つだけ良くないこと
ですかね。でも、先ほども言いましたが、施設
もいいですし、料金もお手ごろなので大満足し
ています。

E-mail：polano@saiki-sportspark.jp

インタビューに協力してくださったラブ
オールさんありがとうございました。
寒い季節ですが、ケガに気をつけて
目標目指して頑張ってください！

2月10日(土)

佐伯総合スポーツ公園

● 熱気球の係留
11時～13時(搭乗は12時～)
野球場
広島大学熱気球クラブ有頂天の皆さんが熱気球を
係留します。中学生以下の方は、抽選(11時40分に
実施)で熱気球に搭乗できます。
※ 雨や風の強い日は、中止になります。

テニスコート利用料
・大人 ・・・ 1時間につき520円
・小人 ・・・ 1時間につき260円

● 風船飛ばし
夜間照明料金
・1時間につき630円

12時30分に受付
野球場
色とりどりの紙風船に新春のメッセージを
添えて空高く放ちます。新成人を優先し
ます。50人まで！！

人工芝コート4面

● 科学工作教室｢熱気球づくり｣

アクセス

ホームページ：www.saiki-

広電宮島線
から

広電宮島線｢廿日市市役所前｣下車。駅前から広電バス「津田行」に乗り約38
分。「佐伯中学校前」で下車。 徒歩5分。

JRから

R山陽本線｢宮内串戸｣下車。駅前近くの広電バス停から｢津田行き｣に乗り約
31分。｢佐伯中学校前｣で下車。徒歩5分。

国道2号バイパス
「宮内分れ交差点」より

13時30分～16時30分
アリーナ
紙の小型熱気球を作り飛ばして遊びます。小学3年
生以上中学生までの25人(小学生はできるだけ保護
者同伴で)。教材費500円。申込みは事前に電話で。
定員になり次第締め切ります。

県道３０号廿日市佐伯線を道なりに進み。（約20分）
「佐伯中学校前」バス停がある交差点を右折します。
目印は「佐伯総合スポーツ公園」の道路看板があり、
左手にはファミリーマートがあります。

山陽自動車道廿日市IC出口を広島方面

県道３０号廿日市佐伯線に入り
道なりに進みます。（約２０分）

出口約１００ｍ先の宮内分かれ交差点を左折

中国自動車道吉和IC出口を廿日市方面
国道１８６号を進み（約２２ｋｍ）栗栖交差点を左折

県道３０号廿日市佐伯線を
進んだ左手にあります。（約４ｋｍ）

● 食のコーナー
12時～13時30分

● 科学実験ブース
｢熱気球はなぜ飛ぶのか 浮力の実験｣
野球場近く

大野町漁業協同組合提供のカキを山陽女子短期
大学食物栄養学科の皆さんがカキ雑炊に調理して
提供します。

14時～15時
アリーナ
有頂天の皆さんが大会参加ビデオの上映・解説と
浮力の実験(参加型)を行います。

いずれも参加無料(科学工作教室を除く)です！
ぜひ遊びに来てください☆
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体育館A面
1

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
17:00～19:00

木 フットサルスクール

体育館B面

テニスコート

野球場

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

ご利用時間
午前９時～
午後９時３０分

陸上競技場
サッカー場

休館日
原則として、年中無休です。※ただし、施設のメンテナンス
のため、臨時休館日を設けることがあります。また、グラン
ドコンディションの状況によりご利用制限やご利用をお断り
する場合もありますので、ご了承ください。

体育館A面

芝生養生期間

16

金

ユアック バドミントン
19:00－21:20

芝生養生期間

17

土

一般練習(ﾊﾞｽｹ) 10:00～13:00
バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
17:00～19:00
女性フットサル大会 19:00～21:30

芝生養生期間

18

日

一般練習
9:00～13:00
一般練習
13:00～17:00

芝生養生期間

19

月

ユアック バドミントン
19:00～21:20

グランド整備日

芝生養生期間

20

火

一般練習(ﾊﾞｽｹ) 11:00～12:00
ユアック 陸上
17:00～18:00
ユアック ミニテニス
19:00～21:20

芝生養生期間

21

水

ユアック フラメンコ
19:30～20:30

芝生養生期間

22

木

一般練習(ﾊﾞｽｹ) 11:00～12:00
バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
17:00～19:00
フットサルｽｸｰﾙ 19:00～21:00

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

芝生養生期間

23

金

ユアック バドミントン
19:00～21:20

芝生養生期間

24

土 バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ

体育館B面

テニスコート

ご利用受付
◇個人利用・・・体育館受付にお申込ください。
◇専用利用・・・所定の利用申込書に必要事項を記
入して体育館受付にお申込ください。
(詳細については、受付におたずねください)

野球場

陸上競技場
サッカー場
芝生養生期間

19:00～21:00

ユアック バドミントン
19:00～21:20

2

金

3

土 大人フットサル大会

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

一般練習(Ａ・Ｂ)
14:00～17:00

19:00～21:30
一般練習（フットサル）
9:00～12:00
日 一般練習(フットサル)
13:00～16:00

一般練習（フットサル）
9:00～12:00
一般練習(フットサル)
13:00～16:00

一般練習(Ａ)
9:00～12:00

4

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
17:00～19:00

ユアック バドミントン
19:00～21:20

5

月

6

火 ユアック ミニテニス

ユアック 卓球
19:30～21:20

ユアック 陸上
17:00～18:00

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

一般練習(Ａ・Ｂ)
14:00～17:00

一般練習
9:00～13:00

芝生養生期間

一般練習(Ａ)
9:00～12:00
一般練習(Ｃ・Ｄ)
11:00～15:00

一般練習
9:00～13:00
一般練習
13:00～17:00

芝生養生期間

グランド整備日

芝生養生期間

ユアック 卓球
19:30～21:20

芝生養生期間

ユアック フラメンコ
19:30～20:30

一般練習
10:00～14:00

芝生養生期間

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

一派練習
10:00～14:00

芝生養生期間

一般練習
10:00～14:00

芝生養生期間

一般練習(Ａ・Ｂ)
14:00～17:00

一般練習
9:00～17:00

芝生養生期間

一般練習(Ａ)
9:00～12:00

一般練習
9:00～17:00

芝生養生期間
ユアック 凧作り・凧あ
げ大会 9:00～13:00

グランド整備日

芝生養生期間

一般練習
10:00～14:00

芝生養生期間

一般練習
10:00～14:00

芝生養生期間

19:00～21:20

7

水

8

木 フットサルスクール

9

10

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
17:00～19:00

19:00～21:00
一般練習(ﾊﾞｽｹ)
13:00～14:00
金 ユアック バドミントン
19:00～21:20
一般練習(バスケ)
9:00～17:00
土 バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
17:00～21:00

17:00～21:00

科学工作教室ほか
13:30～16:30

一般練習(ﾊﾞｽｹ)
10:00～12:00

11

日

12

月 ユアック バドミントン

一般大会(フットサル)
9:00～19:00

一般練習(ﾊﾞｽｹ)
9:00～17:00

一般大会(フットサル)
9:00～19:00

一般練習(Ａ・Ｂ)
14:00～17:00
一般練習(Ｃ)
11:00～15:00

熱気球係留ほか
11:00～13:30

芝生養生期間

25

ユアック 凧作り凧あ
日 げ大会
9:00～13:00

一般練習(Ａ)
9:00～12:00

一般練習
9:00～13:00
一般練習
13:00～17:00

芝生養生期間

26

月

グランド整備日

芝生養生期間

27

火 ユアック ミニテニス

火

14

水

15

木

19:00～21:20

一般練習(ﾊﾞｽｹ) 11:00～12:00
ユアック 陸上 17:00～18:00
ユアック ミニテニス
19:00～21:20

一般練習(ﾊﾞｽｹ) 11:00～12:00
バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
17:00～19:00
フットサルｽｸｰﾙ 19:00～21:00

ユアック 卓球
19:30～21:20
体育指導員研修会
19:30～21:30

ユアック 陸上
17:00～18:00

19:00～21:20

13

ユアック バドミントン
19:00～21:20

芝生養生期間

ユアック フラメンコ
19:30～20:30

芝生養生期間

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

芝生養生期間

28

水

一般練習(ﾊﾞｽｹ)
11:00～12:00

ユアック フラメンコ
19:30～20:30

