平成１９年度の整備工事として、３月末までに陸上競技場のリニューアル工事が終了しました。
今回の工事は主にトラック（走路）整備を中心に行われました。老朽化して切れていた走路のライン
テープをすべて撤去し、走路全体の汚泥を取り除き、新しい真砂土を補充してきれいに整備しました。
他には、内側と外側の緑石塗装、表示タイルの取替え等も行いました。
陸上競技関係者及びジョギング愛好者の皆さん、走りやすくなったトラ

開園時間
午前9時～午後9時30分

ックで存分に練習してください。

ペットの登録数も200匹を越えました。次の日程で第３回目を開催します。
皆さん、誘い合わせてご参加ください。 なお、当日は（社）日本愛玩動物協会 広島県支部の
トレーナーの指導及びしつけ等についての相談もあります！！
☆参加を希望される方は、事前に当公園に電話かＦＡＸで申し込んでください。

【開催日時･場所】
・平成２０年 ４月２７日（日） １１：００～１３：００ (予定）
・佐伯総合スポーツ公園 子どもの広場
・雨天の場合は順延とします（５月１１日を予定）
【持ってくる物】
・参加者1人につき（子どもさんも含む）105円の品物（食べ物以外）を一つ用意してください。
※ ゲームをしますのでその時の賞品とします。

① 春のスポーツ教室 テニス（初心・初級・中級）、エアロビクス（朝・夜）
参加者募集中です！ 詳しくは当公園まで。
② 次の種目は、無料で用具を貸し出ししています！！お気軽にご利用ください★★
●
●
●
●
●

テニスラケット
テニスボール
卓球
バドミントン
ミニテニス

● ソフトバレーボール（室内用）

●
●
●
●
●

バレーボール（室内・外用）
バスケットボール（室内・外用）
サッカーボール（外用）
一輪車（外用）
なわとび（外用）

※ 上記のイベントの他にも計画しておりますが、いづれも開催
期日が近くなりましたら詳しくお知らせいたします。
どうぞ、ご期待ください！！！
〒７３８－０２２２ 廿日市市津田５４５番地
TEL （０８２９）７２－１６０１
FAX （０８２９）７２－１６０３

http://www.saiki-sportspark.jp

佐伯総合スポー公園行事案内 平成２０年４月（３月２５日現在）
体育館A面

体育館B面

テニスコート

ユアック ミニテニス
19：00～21：20

1

火

2

水

3

バスケットスクール
17：00～19：00
木 フットサルスクール
19：00～21：00

4

金

5

野球場
一般練習
10：00～14：00

ユアック インディアカ
19：30～21：30

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
ユアック 陸上
17：00～18：30

一般練習
10：00～14：00

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

ユアック テニス
Ｂ 19：30～21：20

水

17

木 フットサルスクール

バスケットスクール
17：00～19：00

一般練習
10：00～14：00

18

金

ユアック バドミントン
19：00～21：20

第30回西日本軟式野
球大会（2部）大会準備
15：00～21：00

19

土 キッズスポーツ教室

土

一般練習（ミニバスケ）
9：00～12：00
バスケットスクール1:：00～21:00
キッズスポーツ教室17:00～18:00

Ａ 14：00～18：00

第30回西日本軟式野
一般練習
球大会（2部）県大会
10：00～12：00
7：00～21：00

20

日

6

日

一般練習（ミニバスケ）
9：00～12：00

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
9：00～15：00

第30回西日本軟式野
球大会（2部）県大会
7：00～18：00

21

月

7

月

22

火

8

火

23

水

9

水

24

木 フットサルスクール

10

バスケットスクール
17：00～19：00
木 フットサルスクール
19：00～21：00

11

金

12

土 キッズスポーツ教室

ユアック バドミントン
19：00～21：20
ユアック 卓球
19：30～21：20

一般練習
10：00～14：00
ユアック インディアカ
19：30～21：30

一般練習
9：00～13：00
一般練習
14：00～18：00

ユアック 陸上
17：00～18：30

一般練習
10：00～14：00
ユアック テニス
Ｂ 19：30～21：20

ユアック バドミントン
19：00～21：20
バスケットスクール
17：00～21：00

バスケットスクール
17：00～21：00

13

日

14

月

15

火

一般練習（フットサル）
10：00～13：00
ユアック バドミントン
19：00～21：20
ユアック 卓球
19：30～21：20

ユアック ミニテニス
19：00～21：20

エアロビクス教室
（夜・1回目）
20：00～21：00

Ａ 14：00～18：00

一般練習10:00～13:00
一般練習13:00～16:00
一般練習16:00～19:00

一般練習
10：00～12：00

第21回広島県ソフトバレー大会
西部地区予選会 8：00～17：00

第21回広島県ソフトバレー大会
西部地区予選会 8：00～17：00

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
9：00～15：00

一般練習
8：00～17：00

第7回広島地区リーグ
9：00～15：00

ユアック バドミントン
19：00～21：20
ユアック 卓球
19：30～21：20

ユアック ミニテニス
19：00～21：20

エアロビクス教室
（夜・2回目）
20：00～21：00

グランド整備日

テニス教室(中級・2回目) 一般練習
Ａ・Ｂ 19：30～21：00
10：00～14：00

バスケットスクール
17：00～19：00

エアロビクス教室
(朝・2回目)10:30～11:30
バスケットスクール
19：00～21：00

テニス教室(初心・2回目)
Ａ 19：30～21：00
一般練習
ユアツク テニス
10：00～14：00
Ｂ 19：30～21：20

金

ユアック バドミントン
19：00～21：20

一般練習
10：00～14：00

26

土

ミニバスケットボール大会
9：00～17：00
バスケットスクール 17:00～21:00
キッズスポーツ教室17:00～18:00

ミニバスケットボール
大会 9：00～18：00

Ａ 14：00～18：00

一般練習
9：00～17：00

27

日

ミニバスケットボール
大会 9：00～19：00

ミニバスケットボール
大会 9：00～19：00

Ａ・Ｂ 9：00～12：00

一般練習
9：00～17：00
一般練習
17：00～21：00

28

月

Ａ・Ｂ 9：00～12：00

２００８スポーツマスター
ズ軟式野球競技
8：00～17：00

一般練習
10：00～12：00
一般練習
13：00～16：00
一般練習
9：00～11：30
一般練習
11：30～17：30

グランド整備日

テニス教室(中級・1回目) 一般練習
Ａ・Ｂ 19：30～21：00
10：00～14：00

29

ユアック 陸上
17：00～18：30

30

一般練習
10：00～14：00

ユアック バドミントン
19：00～21：20
ユアック 卓球
19：30～21：20
一般練習(フットサル)
一般練習（フットサル） 9：00～19：00
火
エアロビクス教室
9：00～19：00
(夜・3回目)20:00～21:00

水

ユアック 陸上
17：00～18：30

ユアック インディアカ テニス教室(初級・2回目) 一般練習
Ａ・Ｂ 19：30～21：00
19：30～21：30
10：00～14：00

25

一般練習9:00～14:00
一般練習14:00～17:00
一般練習18:30～21:30

陸上競技場
サッカー場

一般練習
10：00～14：00

一般練習
10：00～14：00

Ａ 14：00～18：00

17：00～18：00

野球場

テニス教室(初心・1回目)
Ａ 19：30～21：00
一般練習
ユアツク テニス
10：00～14：00
Ｂ 19：30～21：20

ユアック バドミントン
19：00～21：20

19：00～21：00

バスケットスクール
19：00～21：00

エアロビクス教室
(朝・1回目)10:30～11:30
バスケットスクール
19：00～21：00

17：00～18：00

グランド整備日

ユアック ミニテニス
19：00～21：20

テニスコート

ユアック インディアカ テニス教室(初級・1回目) 一般練習
Ａ・Ｂ 19：30～21：00
19：30～21：30
10：00～14：00

16

19：00～21：00

バスケットスクール
19：00～21：00

体育館B面

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)

体育指導員研修会
19：00～21：30

一般練習
10：00～12：00
佐伯中サッカー部合宿
12：00～17：00
一般練習
12：00～17：00
佐伯中サッカー部合宿
17：00～21：00

グランド整備日

テニス教室(中級・3回目) 一般練習
Ａ・Ｂ 19：30～21：00
12：00～16：00

ユアック インディアカ テニス教室(初級・3回目) 一般練習
Ａ・Ｂ 19：30～21：00
19：30～21：30
10：00～14：00

県シニア-50
10：00～16：00
一般練習
17：00～21：00

