☆公園内ペット同伴のお知らせ☆
４月２２日から「登録したペット」は公園内同伴が可能になりました。
『ペットマナー日本一の公園』を目指していますので、
当公園独自のルールをお守りいただき、ペットと共にお楽しみください。
体育館事務室で登録手続きをしてワッペンを受け取ってください。
詳しくは事務室にお尋ね下さい。
◆『ペットしつけ教室』の開催（当公園にて開催）
・日時：平成１９年５月１３日（日） １３：３０より（雨天中止）
・当日参加もＯＫですが、できるだけ事前の参加申込みの連絡
をお願いします。（参加費無料）

☆プロ野球ウエスタンリーグ公式戦☆

５ 月 の 大 会 予 定
☆

野

球

場

☆

５/１３（日） 天皇賜杯 第６２回 全日本軟式野球大会
５/２０（日） 第５６回 大竹市、廿日市市中学校春季総合体育大会（野球の部）

２００７・５・２６（土）

１２：００プレーボール

広島東洋カープ

サーパス神戸

VS

会場：佐伯総合スポーツ公園 野球場、開場 １０：００
駐車場：佐伯中学校グラウンド
入場料：一般 １，０００円、中・高・大学生 ５００円、小学生以下無料
(有料エリアへのペット同伴は出来ません）

５/２６（土） ウエスタンリーグ公式戦 （広島東洋カープ ＶＳ サーパス神戸）
５/２７（日) 第４０回 中国５県（２部）軟式野球大会

☆

ア リ ー ナ

☆

５/１３（日） 第２０回 市民スポーツ大会 ソフトバレーボール競技
５/２０（日） ユアックさいき 卓球大会
５/２７（日) 全日本９人制実業団選手権大会 広島県予選

☆

陸

上

競

技

場

☆

５/３(木） 第３５回 中国サッカーリーグ
５/１３（日） 広島県社会人サッカーリーグ
５/１９（土）・２０（日） 第５６回 大竹市、廿日市市中学校春季総合体育大会（サッカーの部）

５/２６（土） 広島トレセンリーグ（２種）
５/２７（日） 廿日市市民陸上競技記録会

今まで野球をやったことがない、やったことはあるけど上手くできないという子
どもたち、男の子・女の子誰でもできる、カープ選手との交流を基本とした野
球教室です。
日時：５月２６日（土）ウエスタンリーグ公式戦終了後 約1時間
対象：小学生（１年生～６年生の男子・女子）野球の経験がなくても大丈夫です。
定員：100名（参加費無料：定員になり次第締め切ります）
サイン会：１０：３０～１１：００
《応募方法》
往復はがきに①住所②名前③学年④電話番号⑤野球経験（ある・ない）
⑥ポジション（ピッチャー・キャッチャー・内野・外野・特になし）⑦保護者の名前と押印
を記入して下記宛先まで郵送してください。

佐 伯 総 合 ス ポ ー ツ 公 園
〒７３８－０２２２ 廿日市市津田５４５番地
http://www.saiki-sportspark.jp

TEL （０８２９）７２－１６０１

FAX （０８２９）７２－１６０３

佐伯総合スポーツ公園行事案内 平成１９年５月（4月 23日現在）
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19：30～21：20

15

火
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４回目 20：00～21：00
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17

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

18
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19

土 女性フットサル大会

バスケットボールスクー
ル 19：00～21：00
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Ａ 19：30～21：00
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19：00～21：20
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17：00～18：00
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日 会」
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9：00～17：00
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佐伯地域連盟リーグ戦
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一般練習
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火
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ユアック インディアカ テニス教室（初級・6回目）
Ａ・Ｂ 19：30～21：00
19：30～21：30

グランド整備日

テニス教室（初心・5回目）
Ａ 19：30～21：00
ユアック
Ｂ 19：30～21：20

グランド整備日
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28
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木 フットサルスクール
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エアロビクス教室（夜）
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ル 17：00～19：00
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ユアック陸上
17：00～18：30

グランド整備日

バスケットボールスクー
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全日本９人制実業団
選手権大会 県予選会
9：00～19：00
一般練習19：00～21：00

第５６回 大竹・廿日市市
中学校春季総合体育大会
（野球の部）9：00-17：00
一般練習 17：00-21：00

第５６回 大竹・廿日市市
中学校春季総合体育大
会 （サッカーの部）
9：00～17：00
第５６回 大竹・廿日市市
中学校春季総合体育大
会 （サッカーの部）
9：00～17：00

グランド整備日

ユアック バドミントン
19：00～21：20

25

15：00～20：00
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
一般練習
9：00～18：00
一般練習
18：30～21：30

テニス教室（中級・6回目）
Ａ・Ｂ 19：30～21：00

19：00～21：00

佐伯ＪＦＣ
10：00～12：00
一般練習
12：00～17：00

テニスコート

一般練習

水

グランド整備日

一般練習
テニス教室（中級・5回目） 10：00～14：00
Ａ・Ｂ 19：30～21：00
一般練習
15：00～20：00

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)

ユアック インディアカ テニス教室（初級・5回目） 10：00～14：00
Ａ・Ｂ 19：30～21：00
一般練習
19：30～21：30

16

一般練習
9：00～18：00

エアロビクス教室（夜）
３回目 20：00～21：00

10

第３５回
中国サッカーリーグ
9：00～17：00

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

一般練習
A・B 15：00～18：00

一般練習
テニス教室（中級・4回目） 10：00～14：00
A B 19：30～21：00
一般練習
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フットサルスクール
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19：00～21：20
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10：00～14：00
友和幼稚園
一般練習
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15：00～20：00
一般練習
一般練習 Ａ
バスケットボールスクー
15：00～18：00 / 19：00～21：00 9：00～14：00
一般練習 Ｂ
ル 17：00～21：00
14：00～18：00
10：00～14：00 / 15：00～18：00
18：30～21：30
第２０回 市民スポーツ大
天皇賜杯 第６２回
第２０回 市民スポーツ大
会 （ソフトバレーボール
一般練習 Ａ
全日本軟式野球大会
会 （ソフトバレーボール
競技） 8：00～17：00
8：00～17：00
競技） 8：00～17：00 9：00～12：00
一般練習 18：00-21：00
一般練習 17：00-21：30

ユアック ミニテニス
19：00～21：20

午前９時～
午後９時３０分

陸上競技場
サッカー場

テニス教室（初級・３回
ユアック インディアカ
一般練習
目） A B 19：30～21：
19：30～21：30
9：00～18：00
00

2

ご利用時間

バスケットボールスクー
ル 19：00～21：00

第４０回 中国五県（２部）
軟式野球大会
8：00～17：00
一般練習 17：00-21：00

グランド整備日

テニス教室（中級・7回目）
Ａ・Ｂ 19：30～21：00
一般練習
テニス教室（初級・7回目） 10：00～14：00
Ａ・Ｂ 19：30～21：00
一般練習
15：00～20：00
テニス教室（初心・6回目） 一般練習
Ａ 19：30～21：00
10：00～14：00
ユアック
一般練習
Ｂ 19：30～21：20
15：00～20：00

廿日市市民陸上競技記
録会 9：00～13：00
一般練習
13：00～17：00

芝養生期間
ユアック 陸上
17：00～18：30
芝養生期間
芝養生期間

芝養生期間

