①ｱﾘｰﾅを週に何回利用されてますか？
Ａ 週に１～２回くらいですね。

今月は、中国フットサルリーグ
の強豪“広島Ｆ・ＤＯ”さんに
インタビューさせて頂きまし
た。
インタビューに協力してくだ
さった広島Ｆ・ＤＯさんありが
とうございました。全国大会頑
張ってください！

②ｱﾘｰﾅを使われた感想と何か要望があれ
ばお願いします。
Ａ キレイですね～控え室があると大きな
大会も開けるのですが・・・。

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

③チームの年齢層・人数・今の目標は？
Ａ 20代前半～半ばくらいで、人数は約

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

10名です。今の目標は、3月にある全
国大会で優勝することですね！！

アリーナでフットサルが行えます。
ぜひ、ご利用ください！！

E-mail：polano@saiki-sportspark.jp

④ｱﾘｰﾅを利用されている理由は？
Ａ 市内の施設よりも料金が安いですし、
フットサルをする環境も整っている
からです。

4月から春のスポーツ教室が始まります。ぜひ、ご参加ください。
⑤最後に、フットサルの魅力は？
Ａ サッカーに比べて少ない人数でできま
すし、体育館でするので天候にも関係
なくできるところですね。
サッカーよりも点がよくはいるので、
楽しいですよ。

広島Ｆ・ＤＯの皆さん

☆アリーナ利用料☆
専用利用
・大人・・・
1時間につき2,200円

個人利用

（半面の場合は1,100円）

・大人・・200円

・小人（小・中・高生）
1時間につき1,100円

・小人・・100円

(半面の場合は550円)

アクセス
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。

「宮内分れ交差点」より

最新の予約状況や空き状況はホームページ
で見ることが出来ます！
他にも、施設紹介や当公園の

教室名

対象

テニス教室
(中級者)
テニス教室
(初級者)
テニス教室
(初心者)
エアロビクス
教室(夜)
エアロビクス
教室(朝)

中
学
生
以
上

期間

曜日 回数

定員

受講料

4月17日(火)～
6月5日(火)

火

8

19:30～
21:00

15人

6,300円

4月18日(水)～
6月6日(水)

水

8

19:30～
21:00

15人

6,300円

4月19日(木)～
6月14日(木)

木

8

19:30～
21:00

10人

6,300円

4月17日(火)～
6月19日(火)

火

10

20:00～
21:00

20人

4,200円

4月19日(木)～
6月28日(木)

木

10

10:30～
11:30

20人

4,200円

テニス教室のコースをお選びになるときの目安としてください。

さまざまなニュースなども見れ

中級者：試合を中心とした技術を学びたい人

ますのでぜひ、アクセスしてみ

初級者：安定したプレーができるようになりたい人
初心者：基礎から学びたい人、健康・体力づくりをしたい人

てください！アドレスはこちら！

時間

申し込み方法
スポーツ公園に直接または電話
(0829)-72-1601で申し込んでください。
定員になり次第、締め切ります。

ホームページ：www.saiki-

広電宮島線
から

国道2号バイパス

アリーナ・野球場・陸上競技場・テニスコートの

とき・内容

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）

昨年にひき続き4月からも、バスケットボールスクール・フットサルスクールを行います。
個人でまたはお誘い合わせて、お気軽にご参加ください！！
☆バスケットボールスクールではいつでも無料体験 できますよ。
フットサルスクール
バスケットボールスクール
クラス
男女混合クラス
ビギナーズクラス
ミドルクラス
毎週木曜日
毎週木、土曜日
毎週木、土曜日
練習日程
19:00～21:00
17:00～19:00
19:00～21:00
対象
高校生以上
小学生の男女
中高生の男女
料金
参加1回につき500円
月 4,000円
月 5,000円
詳しいことは、スポーツ公園までお問い合わせください。

スクール名

ご利用時間

佐伯総合スポーツ公園行事案内 平成19年3月（2月19 日現在） 午前９時～

午後９時３０分

体育館A面
1

2

3

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

19:00～21:00
ユアック バドミントン
19:00～21:20
金 一般練習（フットサル）
16：30～17：30
バスケットボールスクー
ル
17：00～19：00
土 大人 フットサル大会
19：00～21：30

体育館B面
バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

テニスコート
ユアック テニス(A)
１９:００～２１：００

一般練習
10：00～14：00
バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

一般練習（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ） 一般練習
9：00～13：00
9：00～18：00

一般練習（ミニバスケ） 一般練習（ミニバスケ） 一般練習（Ｃ）
9：00～17：00
9:00～12：00
13：00～17：00

5

月

ユアック バドミントン
19:00～21:20

6

火

ユアック ミニテニス
19:00～21:20

7

水

一般練習（インディア
カ） 19：30～21：30

木

9

金

10

土

11

日

12

月

ユアック バドミントン
19:00～21:20

13

火

ユアック ミニテニス
19:00～21:20

14

水

一般練習（インディア
カ） 19：30～21：30

15

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
19:00～21:00

芝養生

体育館A面
16

体育館B面

テニスコート

ユアック バドミントン
19:00～21:20

金 一般練習（フットサル）
一般練習（バレー） 9：00～17：00
バスケットボールスクール
17：00～19：00
女性フットサル大会19：00～21：30

芝養生

17

土

一般練習
10：00～12：00

18

日 一般練習（バトン）

一般練習（ミニバスケ）
9：00～12：00

一般練習（ミニバスケ）
9：00～12：00
一般練習（バレー）
12：00～17：00

一般練習（バトン）
12：00～21：00

一般練習（Ａ）
9：00～12：00

12：00～21：00

日

8

一般練習
10：00～14：00

陸上競技場
サッカー場

16：30～17：30

4

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 バドミントン
19:00～21:20
一般練習（フットサル）
16：30～17：30
一般練習（ミニバスケ）
9：00～17：00
バスケットボールスクー
ル
17：00～21：00
一般練習（ミニバスケ）
9：00～12：00
一般練習（バトン）
12：00～21：00

野球場

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。

ユアック 卓球
19:30～21:20

月

ユアック バドミントン
19:00～21:20

芝養生

20

火

ユアック ミニテニス
19:00～21:20

一般練習
10：00～14：00

芝養生
ユアック陸上（トラック使
用）17：00～18：30

21

水

一般練習
10：00～14：00

芝養生

22

木 フットサルｽｸｰﾙ

ユアック 卓球
19:30～21:20

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

ユアック テニス（Ａ）
１９:００～２１：００

19:00～21:00
ユアック バドミントン
19:00～21:20
金 一般練習（フットサル）
16：30～17：30

芝養生

23

一般練習（ミニバスケ）
17：00～19：00

一般練習
10：00～14：00

芝養生

24

土

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
17:00～21:00

一般練習（バトン）
9：00～21：00

一般練習
10：00～14：00

一般練習
10：00～12：00

25

日

一般練習（フットサル） 一般練習（フットサル） 一般練習（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）
9:00～15：00
9：00～16：00
9：00～16：00

一般練習
第30回 西部地区選抜大 10：00～13：00
会 8：00～17：00
一般練習
13：00～17：00

26

月

ユアック バドミントン
19:00～21:20

一般練習試合
9：00～16：00

芝養生

27

火

ユアック ミニテニス
19:00～21:20

一般練習
10：00～14：00

芝養生
ユアック陸上（トラック使
用）17：00～18：30

28

床ワックス塗りの為
水 9:00～19:30 （利用不
可）

芝養生

29

木 フットサルｽｸｰﾙ

一般練習（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）
9：00～13：00
一般練習（Ａ・Ｂ）
13：00～16：00

ユアック 卓球
19:30～21:20

ユアック フラメンコ
19：30～20：30
バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

ユアック テニス（Ａ）
１９:００～２１：００

一般練習
10：00～14：00
一般練習
15：00～20：00
一般練習
10：00～14：00
一般練習
15：00～20：00

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
17:00～19:00

一般練習
10：00～14：00
一般練習
15：00～20：00
一般練習
9：00～14：00
一般練習
14：00～17：00
一般練習
9：00～12：00
一般練習
12：00～16：00

一般練習
10：00～14：00
一般練習（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）
9：00～17：00

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
17:00～19:00

野球場

グランド整備日

一般練習
10：00～14：00

一般練習（バトン）
12：00～21：00

ユアック テニス（Ａ）
１９:００～２１：００

一般練習
9：00～13：00
一般練習
13：00～17：00

19

グランド整備日

ユアック フラメンコ
19：30～20：30
バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

一般練習
9：00～17：00
一般練習
17：00～21：00

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)

一般練習
9：00～14：00
一般練習
14：00～18：00
一般練習
10：00～14：00
一般練習
15：00～20：00

一般練習
10：00～18：00
一般練習（Ａ）
9：00～12：00

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

一般練習
9：00～14：00
一般練習
14：00～17：00
第30回
西部地区選抜大会
8：00～17：00

グランド整備日

芝養生
一般練習
10：00～12：00
一般練習
12：00～17：00
一般練習
9：00～13：00
一般練習
13：00～17：00

芝養生
芝養生
ユアック陸上（トラック使
用）17：00～18：30

陸上合宿
13：00～16：00
陸上合宿
9：00～12：00
15：00～18：00
陸上合宿
9：00～12：00
15：00～18：00
陸上合宿
9：00～12：00
一般練習
14：00～17：00
一般練習
11：30～16：30
一般練習
17：00～20：00

芝養生

一般練習
8：00～17：00

芝養生
ユアック陸上（トラック使
用）17：00～18：30

床ワックス塗りの為
9：00～19：30 （利用不
可） ユアック フラメン
コ 19：30～20：30

一般練習
8：00～17：00

芝養生

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
19:00～21:00

一般練習
8：00～17：00

西日本サッカー
フェスティバル
10：00～18：00

19:00～21:00

芝養生

陸上競技場
サッカー場

30

金

ユアック バドミントン
19:00～21:20

一般練習
西日本サッカー
8：00～15：00
フェスティバル
第29回 西日本県大会準
8：00～16：00
備 15：00～21：30

31

土

バスケットﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ
17:00～21:00

第29回 西日本軟式
野球県大会 7：00～
18：00

西日本サッカー
フェスティバル
8：00～16：00

