
　種目ごとの上位入賞者を表彰し、全員に参加賞があります。　種目ごとの上位入賞者を表彰し、全員に参加賞があります。

区　分 1日券 ナイター券（※）
一般

65歳以上

高校生以下

600円

400円

200円

300円

200円

100円

天候などにより、オープン日を変更する
場合があります。   詳細は、   各施設の
ホームページでご覧になれます。

プールで小型ヨット
　　  　　オプティミスト  体験会
プールで小型ヨット
　　  　　オプティミスト  体験会

〞〞〞〞

お得な回数券とシーズン券もあります。

《詳細》体育協会 ☎44-7521《詳細》体育協会 ☎44-7521

《詳細》サンパワー380 ☎44-6055

入江運動公園
多目的運動広場・芝生広場

白鳥大橋パークゴルフ場

体を動かして リフレッシュ！

利用時間　9:00 ～ 17:00

無料貸出　パターゴルフ、
　　　　　グラウンドゴルフ、
　　　　　パークゴルフの
　　　　　クラブ・ボール
お得な回数券もあります。

利用時間　9:00 ～ 17:00

無料貸出　パターゴルフ、
　　　　　グラウンドゴルフ、
　　　　　パークゴルフの
　　　　　クラブ・ボール
お得な回数券もあります。

　１キロメートル
　・ 小学３年生以下の部
　・ 小学４年生以上の部
　３キロメートル
　５キロメートル
料金　小学生以下 300円
　　　中学生以上 500円

時間　9:30～（8:45から受け付け、小雨決行）
会場　入江運動公園陸上競技場
申込方法　当日会場で

時間　9:30～（8:45から受け付け、小雨決行）
会場　入江運動公園陸上競技場
申込方法　当日会場で

中島公園野球場
崎守臨海公園野球場
少年野球場（神代町）
祝津公園グラウンド

中島公園野球場
崎守臨海公園野球場
少年野球場（神代町）
祝津公園グラウンド

※ナイター券の利用時間は、季節により変わります。
　
※ナイター券の利用時間は、季節により変わります。
　

《詳細》B＆G海洋センター ☎26-2082　 26-2083FAX

A
テニスコート（4面）

B
ゲートボール（2面）

一般 200円
高校生以下 100円

一般 100円
中学生以下 無 料

800円

200円

屋外 スポーツ施設が
オープンします!!

施　　設 1人2時間 １面2時間

祝津テニスコート（4面）
高砂テニスコート（9面）

崎守臨海公園
テニスコート（2面）

一般 300円
高校生以下 150円

一般 100円
高校生以下 50円

1,200円

400円

市民健康マラソン ザ ・ 駅伝（3人1組で1チーム）
　各チームオリジナルのタスキを使用で
きます。ユニークな衣装などで参加した
チームには、パフォーマンス賞の
チャンスもあります。
　小学生以下の部
　中学生以上の部
　ファミリーの部
料金　1チーム 1,000円

　各チームオリジナルのタスキを使用で
きます。ユニークな衣装などで参加した
チームには、パフォーマンス賞の
チャンスもあります。
　小学生以下の部
　中学生以上の部
　ファミリーの部
料金　1チーム 1,000円

　市では平成28年度にス
ポーツ振興くじ助成金を
活用し、円盤・ハンマー
投げ用囲いを購入したほ
か、砲丸投げサークルの
設置などを行い、入江運
動公園陸上競技場を整備
しました。
　これからも市内における
陸上競技の普及・振興の
ために活用していきます。

《詳細》生涯学習課
スポーツ振興 
☎22-1112

5/1（月）5/1（月）
《詳細》入江運動公園陸上競技場 ☎24-3443

《詳細》白鳥大橋パークゴルフ場 ☎27-5266
  　　 （オープン前は体育協会 ☎44-7521）

～室蘭入江の春を走ろう！～～室蘭入江の春を走ろう！～
市民健康マラソン&ザ・駅伝市民健康マラソン&ザ・駅伝

5/1（月）5/1（月）

《詳細》体育協会 ☎44-7521《詳細》体育協会 ☎44-7521
利用時間　7:00～21:00
有料貸出　クラブ・ボール・靴
お得な回数券もあります。

4/21（金）4/21（金）

4/1（土）4/1（土）
ランニングやウオーキングに利用できます。

《詳細》入江運動公園陸上競技場 ☎24-3443

入江運動公園陸上競技場
区　分 1 回 回数券（12枚つづり）
一般

高校生

中学生以下

200円

100円

50円

2,000円

1,000円

500円

～さわやかな風にのって歩こう！～～さわやかな風にのって歩こう！～

春のノルディック
　　 ウオーキング
春のノルディック
　　 ウオーキング

　ノルディックウオーキングについて学び、初心者と経験者に分かれ
て実技講習を行います。運動しやすい服装・靴で参加してください。
対象　18歳以上
時間　9:30～11:30（9:00から受け付け、小雨決行）
会場　げんき館ペトトル
料金　500円（入場料、傷害保険料を含む）
　　　※ポールの貸し出しは1組300円、予約制で先着20組。
申込方法　4月1日から15日まで、入江運動公園陸上競技場・
　　　　　温水プール、体育館、B&G海洋センター、げんき館
　　　　　ペトトルに備え付けの用紙で（当日受付も可）

　ノルディックウオーキングについて学び、初心者と経験者に分かれ
て実技講習を行います。運動しやすい服装・靴で参加してください。
対象　18歳以上
時間　9:30～11:30（9:00から受け付け、小雨決行）
会場　げんき館ペトトル
料金　500円（入場料、傷害保険料を含む）
　　　※ポールの貸し出しは1組300円、予約制で先着20組。
申込方法　4月1日から15日まで、入江運動公園陸上競技場・
　　　　　温水プール、体育館、B&G海洋センター、げんき館
　　　　　ペトトルに備え付けの用紙で（当日受付も可）

《詳細》体育協会 ☎44-7521《詳細》体育協会 ☎44-7521

4/1（土）4/1（土）
テニスコート

《詳細》体育協会 ☎44-7521

《詳細》土木課
☎25-2574
《詳細》土木課
☎25-2574

遊びに行くなら
　　だんパラ公園!!
遊びに行くなら
　　だんパラ公園!!

　複合遊具「ツリーハウス」
が加わり、だんパラ公園の
リニューアルが完了しました。

　複合遊具「ツリーハウス」
が加わり、だんパラ公園の
リニューアルが完了しました。

　たくさんのハラハラドキ
ドキの遊具で、思いっきり
楽しめます。
　親子で遊びに行きましょう。

　たくさんのハラハラドキ
ドキの遊具で、思いっきり
楽しめます。
　親子で遊びに行きましょう。

4/21（金）4/21（金）だんパラ公園（室蘭岳山麓総合公園）
だんパラ公園
（室蘭岳山麓総合公園）

施　　設 1人2時間 １面2時間

多
目
的
コ
ー
ト

パターゴルフ
（9ホール）

グラウンドゴルフ・パークゴルフ
（9ホール）

一般 200円
高校生以下 60円

一般 250円
高校生以下 80円

施　　設 １人１日

4/29（土）
対象　小学生（泳げなくても可）
時間　10:00～12:00（９:30から受け付け）
会場　げんき館ペトトル
定員　先着20人
料金　1,000円（プール入場料を含む）

申込方法　４月１日から22日まで、電話または
　　　　　B&G海洋センターかげんき館ペトトル
　　　　　に備え付け、B&G海洋センターの
　　　　　ホームページに掲載の用紙を
　　　　　ファクスで

●

●

● ●

●

●

4/23（日）

4/16（日）

終了時間は、月に
よって変わります (　　　   )

げんき館ペトトル
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　種目ごとの上位入賞者を表彰し、全員に参加賞があります。　種目ごとの上位入賞者を表彰し、全員に参加賞があります。

区　分 1日券 ナイター券（※）
一般

65歳以上

高校生以下

600円

400円

200円

300円

200円

100円

天候などにより、オープン日を変更する
場合があります。   詳細は、   各施設の
ホームページでご覧になれます。

プールで小型ヨット
　　  　　オプティミスト  体験会
プールで小型ヨット
　　  　　オプティミスト  体験会

〞〞〞〞

お得な回数券とシーズン券もあります。

《詳細》体育協会 ☎44-7521《詳細》体育協会 ☎44-7521

《詳細》サンパワー380 ☎44-6055

入江運動公園
多目的運動広場・芝生広場

白鳥大橋パークゴルフ場

体を動かして リフレッシュ！

利用時間　9:00 ～ 17:00

無料貸出　パターゴルフ、
　　　　　グラウンドゴルフ、
　　　　　パークゴルフの
　　　　　クラブ・ボール
お得な回数券もあります。

利用時間　9:00 ～ 17:00

無料貸出　パターゴルフ、
　　　　　グラウンドゴルフ、
　　　　　パークゴルフの
　　　　　クラブ・ボール
お得な回数券もあります。

　１キロメートル
　・ 小学３年生以下の部
　・ 小学４年生以上の部
　３キロメートル
　５キロメートル
料金　小学生以下 300円
　　　中学生以上 500円

時間　9:30～（8:45から受け付け、小雨決行）
会場　入江運動公園陸上競技場
申込方法　当日会場で

時間　9:30～（8:45から受け付け、小雨決行）
会場　入江運動公園陸上競技場
申込方法　当日会場で

中島公園野球場
崎守臨海公園野球場
少年野球場（神代町）
祝津公園グラウンド

中島公園野球場
崎守臨海公園野球場
少年野球場（神代町）
祝津公園グラウンド

※ナイター券の利用時間は、季節により変わります。
　
※ナイター券の利用時間は、季節により変わります。
　

《詳細》B＆G海洋センター ☎26-2082　 26-2083FAX

A
テニスコート（4面）

B
ゲートボール（2面）

一般 200円
高校生以下 100円

一般 100円
中学生以下 無 料

800円

200円

屋外 スポーツ施設が
オープンします!!

施　　設 1人2時間 １面2時間

祝津テニスコート（4面）
高砂テニスコート（9面）

崎守臨海公園
テニスコート（2面）

一般 300円
高校生以下 150円

一般 100円
高校生以下 50円

1,200円

400円

市民健康マラソン ザ ・ 駅伝（3人1組で1チーム）
　各チームオリジナルのタスキを使用で
きます。ユニークな衣装などで参加した
チームには、パフォーマンス賞の
チャンスもあります。
　小学生以下の部
　中学生以上の部
　ファミリーの部
料金　1チーム 1,000円

　各チームオリジナルのタスキを使用で
きます。ユニークな衣装などで参加した
チームには、パフォーマンス賞の
チャンスもあります。
　小学生以下の部
　中学生以上の部
　ファミリーの部
料金　1チーム 1,000円

　市では平成28年度にス
ポーツ振興くじ助成金を
活用し、円盤・ハンマー
投げ用囲いを購入したほ
か、砲丸投げサークルの
設置などを行い、入江運
動公園陸上競技場を整備
しました。
　これからも市内における
陸上競技の普及・振興の
ために活用していきます。

《詳細》生涯学習課
スポーツ振興 
☎22-1112

5/1（月）5/1（月）
《詳細》入江運動公園陸上競技場 ☎24-3443

《詳細》白鳥大橋パークゴルフ場 ☎27-5266
  　　 （オープン前は体育協会 ☎44-7521）

～室蘭入江の春を走ろう！～～室蘭入江の春を走ろう！～
市民健康マラソン&ザ・駅伝市民健康マラソン&ザ・駅伝

5/1（月）5/1（月）

《詳細》体育協会 ☎44-7521《詳細》体育協会 ☎44-7521
利用時間　7:00～21:00
有料貸出　クラブ・ボール・靴
お得な回数券もあります。

4/21（金）4/21（金）

4/1（土）4/1（土）
ランニングやウオーキングに利用できます。

《詳細》入江運動公園陸上競技場 ☎24-3443

入江運動公園陸上競技場
区　分 1 回 回数券（12枚つづり）
一般

高校生

中学生以下

200円

100円

50円

2,000円

1,000円

500円

～さわやかな風にのって歩こう！～～さわやかな風にのって歩こう！～

春のノルディック
　　 ウオーキング
春のノルディック
　　 ウオーキング

　ノルディックウオーキングについて学び、初心者と経験者に分かれ
て実技講習を行います。運動しやすい服装・靴で参加してください。
対象　18歳以上
時間　9:30～11:30（9:00から受け付け、小雨決行）
会場　げんき館ペトトル
料金　500円（入場料、傷害保険料を含む）
　　　※ポールの貸し出しは1組300円、予約制で先着20組。
申込方法　4月1日から15日まで、入江運動公園陸上競技場・
　　　　　温水プール、体育館、B&G海洋センター、げんき館
　　　　　ペトトルに備え付けの用紙で（当日受付も可）

　ノルディックウオーキングについて学び、初心者と経験者に分かれ
て実技講習を行います。運動しやすい服装・靴で参加してください。
対象　18歳以上
時間　9:30～11:30（9:00から受け付け、小雨決行）
会場　げんき館ペトトル
料金　500円（入場料、傷害保険料を含む）
　　　※ポールの貸し出しは1組300円、予約制で先着20組。
申込方法　4月1日から15日まで、入江運動公園陸上競技場・
　　　　　温水プール、体育館、B&G海洋センター、げんき館
　　　　　ペトトルに備え付けの用紙で（当日受付も可）

《詳細》体育協会 ☎44-7521《詳細》体育協会 ☎44-7521

4/1（土）4/1（土）
テニスコート

《詳細》体育協会 ☎44-7521

《詳細》土木課
☎25-2574
《詳細》土木課
☎25-2574

遊びに行くなら
　　だんパラ公園!!
遊びに行くなら
　　だんパラ公園!!

　複合遊具「ツリーハウス」
が加わり、だんパラ公園の
リニューアルが完了しました。

　複合遊具「ツリーハウス」
が加わり、だんパラ公園の
リニューアルが完了しました。

　たくさんのハラハラドキ
ドキの遊具で、思いっきり
楽しめます。
　親子で遊びに行きましょう。

　たくさんのハラハラドキ
ドキの遊具で、思いっきり
楽しめます。
　親子で遊びに行きましょう。

4/21（金）4/21（金）だんパラ公園（室蘭岳山麓総合公園）
だんパラ公園
（室蘭岳山麓総合公園）

施　　設 1人2時間 １面2時間

多
目
的
コ
ー
ト

パターゴルフ
（9ホール）

グラウンドゴルフ・パークゴルフ
（9ホール）

一般 200円
高校生以下 60円

一般 250円
高校生以下 80円

施　　設 １人１日

4/29（土）
対象　小学生（泳げなくても可）
時間　10:00～12:00（９:30から受け付け）
会場　げんき館ペトトル
定員　先着20人
料金　1,000円（プール入場料を含む）

申込方法　４月１日から22日まで、電話または
　　　　　B&G海洋センターかげんき館ペトトル
　　　　　に備え付け、B&G海洋センターの
　　　　　ホームページに掲載の用紙を
　　　　　ファクスで

●

●

● ●

●

●

4/23（日）

4/16（日）

終了時間は、月に
よって変わります (　　　   )
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