
（予算額単位：千円）

（１）欲張りなライフスタイル実現事業

事　業　名 事　業　内　容 期　日 予算額

わんぱく大作戦
「わんぱくスポーツトライア
ル」

小学4・5・6年生を対象にいろんなスポーツを楽しく行うことを
目的に，サッカー，バスケットボール，ソフトテニス，バドミ
ントン，卓球等を体験し，各種目の特性やルール，マナーを学
びながら，スポーツへの興味関心を深めていく機会を提供しま
す。
　　　対　　象：小学４～６年生
　　　定　　員：６０人
　　　参 加 料：５００円
      実施主体：教育事業団，テレビ新広島

R3.5.30
201

(250)

グリアリ☆
ランニングステーション

多数のランナーでにぎわう中央公園や広島城周辺のランニング
拠点として当館を位置づけるともに，多様なスポーツの場づく
りのために環境を整備し，県民の皆様のスポーツ活動を支え，
ランニングの普及啓発に努めます。
　　　対　　象：一般（ランナー）
　　　参加目標：２００人
　　　参 加 料：５００円（ジム利用の場合＋１２０円）

通年 ―

１　総合体育館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※予算額のカッコ内は前年度予算

幼児のための運動だいすき教室

体力の基礎を培う幼児期に，めいっぱいカラダを動かすことが
出来るプログラムを提供し，幼児自身が楽しみながらカラダを
動かすことで，運動に対する苦手意識の解消・運動好きな子ど
もの育成を図ります。
　　　対    象：幼児（４～６歳）
　　　定　　員：３０人／回（全５日）
　　　参加料金：５，５００円
　　　連携先  ：広島県体操協会

R3.6月～9月
139

(193)

たのしくうんどう☆レッツトラ
イ！

小学１～４年生を対象に，発達段階に応じた運動遊びを通して
運動経験の充実や体力向上を図り，保護者には児童期に必要な
運動と食生活のあり方のについて専門的な立場で指導を行いま
す。
　　対    象：小学１～４年生及びその保護者
　　開催日等：年１回（全６日）
　　　　　　　(保護者向け運動講話，栄養講話各１日を実施）
　　定　　員：２５人
　　参加料金：１人につき１回８００円

R3.9～10月
196

(413)

キッズクライミングスクール

子どもたちのスポーツへの取り組みの動機付けや成長期の体力
つくりを支援するとともに，登山競技の普及・振興を図りま
す。
　　　対    象：小・中学生
　　　開催日等：年２回・期（６日／期）
　　　定員・料金：初心者クラス２０人×２期，２，５００円
        　　　 　 経験者クラス１５人×２期，３，０００円
　　　連携先  ：一般社団法人広島県山岳連盟・
　　　　　　　　スポーツクライミング連盟

R3.6月～
R3.12月

466
(563)

おねえさんと踊ろう１．２．３
(あそびはカラダづくり代替事
業)

体力の基礎を培う幼児期に，音楽に合わせて体を動かす楽しさ
を体感し，体を動かすことが好きな子どもたちの育成を図りま
す。
　　　対    象：幼児とその保護者等
　　　参加目標：１００人
　　　参加料金：無料
　　　連携先　：広島県私立幼稚園連盟，広島市私立
　　　　　　　　保育園協会等

R3.7．23
23

(151)

親子リズムたいそう

親子のスキンシップが，将来の子どもの運動能力や心の成長に
大きく関わってくるため，親子体操やリトミックなど基礎体力
アップ運動を行う企画を提案し，親子の触れ合いを大切にする
とともに体を動かすことが好きな子どもたちを育てます。
　　　対    象：就学前の園児とその保護者等
　　　定　　員：２５組／回
　　　参加料金：５００円／組(スポーツの日開催時無料)
　　　協賛団体：㈱にしき堂
　　　連携先　：広島県私立幼稚園連盟，広島市私立
　　　　　　　　保育園協会等

年2回
93

(100)

各種スタジオプログラム 子どもから高齢者まで全ての人々が目的に応じて参加できる各
種の運動プログラムを実施します。

通年
17,317

(17,093)

各種教室

誰もが気軽に楽しくスポーツ活動に親しめるようにスポーツ教
室を実施します。
　　　テニス・卓球・フットサル・バスケットボール・水泳，
　　　書道教室等

通年
21,375

(21,350)



（２）地域づくり・地域貢献としての自主事業

事　業　名 事　業　内　容 期　日 予算額

障がい者スポレクまつり＆
コンサート

障がい者のスポーツ活動を支援するため，スポーツ紹介や
ニュースポーツ等のレクリエーション要素を含んだ気軽にでき
る種目に参加し，体を動かして交流を図るとともに，音楽との
ジョイントを行うことで，楽しく体を動かして，スポーツする
きっかけづくりとなる場所を提供します。
　　　対　　象：どなたでも
　　　参加人数：１００人
　　　参 加 料：無料

年１回 610

キッズドリームプロジェクト

豪雨被害にあった地域の小中学生を対象に，トップアスリート
によるスポーツ教室等を開催し，子どもたちの夢を実現できる
ように支援します。
　　　対　　象：被災地域の小中学生
　　　参加人数：５０人／回
　　　参 加 料：無料

年１回
363

(473)

目指せオリンピック！メキシコ
選手と触れ合おう

東京2020オリンピック・パラリンピック応援企画として，事前
合宿で来館したメキシコ選手団の練習や公開演技等に子どもた
ちを招待し，選手団と触れ合う機会を提供し，オリンピック・
パラリンピックに向けて盛り上げていきます。
　　　対　　象：幼児・小学生
　　　参加人数：１００人
　　　参 加 料：１人５００円

年１回
60

(105)

Martial Arts Experience Tour
～日本の伝統文化に触れる旅～

訪日外国人から関心が高い日本発祥の武道を実際に体験した
り，見て楽しむために，旅行や観光と組み合わせた「武道ツー
リズム」を実施し，国内外からの新たな利用者を発掘し，広島
の武道活動を活性化させます。
　　　対　　象：訪日外国人
　　　参加人数：最少催行人数１０人（２０人程度受入れる）
　　　参 加 料：１人１，０００円

年１回
121

(543)

障がい者スポーツ大会

障がい者スポーツ活動を支援するため，スポーツの楽しさと日
頃の練習の成果を発揮するスポーツ大会として開催するととも
に，東京オリンピック・パラリンピックに向けて，障がいの有
無にかかわらず，より身近なスポーツとして興味を持てるよう
にスポーツ交流も図ります。
　　　対　　象：障がいのある方・どなたでも
　　　参加人数：１００人
　　　参 加 料：無料

年１回
260

(260)

みんなでエコしよう2021

自主事業の中で，スポーツ要素を取り入れた省エネ体験活動を
行い，楽しみながらCO2削減について考える機会を提供します。
また，ペットボトルキャップを集めることで，ゴミの減少がCO2
削減となり，キャップをリサイクルしてワクチンに交換し，世
界の子どもたちに届けることで救える命があることを伝えてい
きます。
      対　　象：どなたでも
　　　開催日等：スポーツの日記念スポーツ行事等
　　　※エコキャップ回収は，館内において常時設置。

R3.7.23
(エコキャッ
プ運動は通
年)

6
(5)

グリアリおもてなし隊

より多くの当館利用者及び地域の方等と体育館関係者が，世代
間を越えた交流を図りながら体育館を盛り上げていくため，
「おもてなし隊」を編成し，館内の飾りつけ等の取り組みを行
います。
　　　内    容：季節の制作物作成
      対    象：どなたでも
　　　登録目標：３０人

年２回
30

(50)

広島グリーンアリーナ☆イルミ
ネーション

基町・紙屋町地区のにぎわい創出と活性化のために，グリーン
アリーナ周辺の樹木をイルミネーションで装飾することによ
り，憩いの空間を提供します。
　　　内　　容：イルミネーション
　　　対　　象：どなたでも
　　　参加料金：無料

R3.11月中旬
～
R4.1月初旬

1,500
(2,000)

地域社会武道指導者研修会

県内の武道指導者を対象に，基本技能や指導方法等，専門的知
識の伝承とその資質向上を図ります。
　　　実施種目：合気道，少林寺拳法，弓道，空手道，剣道
　　　対    象：武道指導者
　　　参加目標：１００人／種目
　　　連携先  ：(公財)日本武道館（共催・文部科学省
                国庫補助対象事業）

R3.5.29～30
R3.10.16～17
R3.11.6～7
R4.1.29～30
R4.2.12～13

─

「スポーツの日」記念スポーツ
行事

「スポーツの日」を記念して，県民への生涯スポーツの普及・
振興と青少年の健全育成を図るため，スポーツ大会やスポーツ
教室等を開催し，だれもが体を動かす楽しさを感じることがで
きるスポーツイベントを実施します。
　　　内　　容：スポーツ教室等
　　　　　　　　トレーニングルーム，プール無料開放
　　　対　　象：どなたでも
　　　参加目標：５００人
　　　参加料金：無料

R3.7.23 447
(796)

新規



（３）魅力的な自主事業

事　業　名 事　業　内　容 期　日 予算額

めざせ健康美人・トライアルヨ
ガ

運動不足になりがちなビジネスパーソンを対象にヨガやフェイ
シャルマッサージ等，体の外側，内側の両方から美しくなるこ
とを目的とした運動習慣確立のきっかけづくりとなる場の提供
をします。
　　　対　　象：２０歳以上の女性どなたでも
　　　参加人数：３０人
　　　参 加 料：８００円

年２回
34

(90)

スポーツ婚活inグリアリ

少子化対策として独身の男女を対象に，スポーツを通じた出会
いの場を提供し，お互いの交流を深めるとともに，市内中心部
の賑わい創出による地域経済の活性化を図ります。
　　　対    象：３０代～４０代の独身でスポーツ好きの男女
　　　開催日等：年２回開催
　　　定　　員：２０人／回
　　　参加料金：２，０００円

R3.5.15
R4.1.10

74
(200)

わんぱく大作戦
わんぱく親子体操

子どもの体力・運動能力の向上に向けて，幼児期に基本的な動
き，生活習慣及び運動習慣を身につけるために，親子体操を通
じて，親子の触れ合いを大切にするとともに体を動かすことが
好きな子どもたちを育てるため，親子で運動に親しむ機会を提
供します。
　　　対    象：３歳～小学２年生までの子どもとその保護者
　　　講　　師：佐藤弘道氏
　　　定　　員：６００人
　　　参加料金：１，０００円／親子１組
　　　　　　　　（１名追加ごとに５００円）
　　　実施主体：教育事業団，テレビ新広島

年1回
696

(748)

わんぱく大作戦
めざせスーパーキッズ！
わんぱくスポーツフェア2021

遊びを通して，子どもたちの体力・運動能力の向上と，「健全
な心と体」を育成するために，体を動かすことを手軽に楽しく
体験できる機会を設けるスポーツイベントを開催します。
　　　対    象：幼児・小学生及び保護者
　　　参加目標：３，０００人
　　　参加料金：無料
　　　実施主体：教育事業団，テレビ新広島

年1回
2,500

(4,689)

子どもの基礎体力つくり実技講
習会

子どもたちの心身の発達に応じた運動を通して培われる豊かな
心の育成や基礎体力について多様な運動遊びの方法とそのコツ
やヒントを学び，指導者等の資質の向上を図ります。
　　　対　　象：保育士，幼稚園・小学校の教諭，学生等
　　　参加人数：６０人
　　　参加料金：一般１，０００円，学生５００円

R3.12.18
45

(222)

ウルトラシニアカップ親善交流
大会

県内で活動するスポーツクラブ等に広く参加を呼びかけクラブ
間の親睦，交流を深める場を提供するとともに，シニア世代が
互いに競い合いながら生涯スポーツのより一層の普及・振興を
図ります。
　　　実施内容：ラージボール卓球
　　　対    象：県内で活動する６０歳以上の競技愛好者
　　　参加人数：１００人／回
　　　参加料金：５００円

年１回
235

(557)

新春落語独演会

基町・紙屋町地区のにぎわい創出と活性化のため，老若男女の
幅広い県民の皆様に新春初笑いを体育館で楽しんでいただく落
語を実施します。
      内　　容：三遊亭圓歌落語独演会
　　　対    象：小学生以上
　　　参加目標：３５０人
　　　木 戸 銭：一般3,000円，小・中・高校生2,000円

R4.1.3
2,136

(2,417)

クライミングウォール初心者講
習会

クライミングを始めてみようという方に，事故なく安全にクラ
イミングを楽しんでいただくため，初めてのクライミングに挑
戦される初心者を対象に講習会を定期的に実施します。
　　　対    象：小学生以上
　　　開催日等：毎週日曜日・月曜日
　　　参加料金：無料（施設使用料のみ）

通年
0

(0)

グリアリサポート隊

自主事業開催時に当日の運営をサポートするボランティアス
タッフを広く募集し，登録する制度を設けて，活動する場を提
供します。
　　　対    象：高校生以上
　　　内    容：自主事業の運営サポート

通年
0

(100)

トップ選手によるソフトテニス
講習会
(チャレンジキッズスポーツ
デー！)

トップアスリートを目指して日々練習に励む子どもたちに夢を
与え，新たなる広島県のスポーツ時代の先駆けとなる子どもた
ちをサポートするため，広島県のトップスポーツ選手を講師と
して迎え，一日講習会を行います。
　　　実施種目：ソフトテニス
　　　対    象：中，高校生
　　　参加人数：３０人／回
　　　参加料金：１人につき２，０００円
　　　連携先  ：ＮＴＴ西日本ソフトテニス部他

年２回
(R3.12.26ほ
か)

125
(174)



（４）体力測定診断事業

事　業　名 事　業　内　容 期　日 予算額

（５）県民健康つくりのための事業

事　業　名 事　業　内　容 期　日 予算額

スポーツボランティア講座

東京オリンピック後も，さらにスポーツボランティアの重要性
に注目が集まることが予想される今，様々なスポーツイベント
の運営を支えるスポーツボランティアを養成し活動する機会を
提供するとともにライセンスの取得を目指す研修会を実施しま
す。
　　  対　　象：中学生以上
　　　参加目標：１４０人
　　　参加料金：１，５００円～３，０００円

年２回
253

(213)

体力測定診断事業

スポーツ医・科学的観点から各種の検査・測定を実施し，現状
の体力について分析・評価するとともに，目的に応じたトレー
ニング指導を行うことで，県民の体力つくりの推進と本県競技
スポーツの競技力向上を図ります。
　　　内　　容：全身持久力コース，筋力コース，基礎競技力
　　　　　　　　コース，基礎体力コース
　　　対　　象：小・中・高校生，一般
　　　目標人数：２８０人

通年
252

(766)

がん検診推進セミナー

広島県がん対策推進計画により，がん検診啓発活動が進められ
ている中で，がんを早期発見早期治療するための検診の必要性
を多くの県民の方に理解していただき，実際に検診へ行くこと
を最終目標とし，受診のきっかけづくりとなるようなセミナー
を実施します。
　　　内　　容：①ガンサバイバーの著名人による講演
　　　　　　　　②医師による講演　③がん検診啓発コーナー
　　　対    象：どなたでも
　　　参加人数：１５０人
　　　参加料金：無料

年１回
1,000

(1,650)

着衣泳体験会・スポーツセーフ
ティー講習会

夏に多発する水難事故に備え，着衣泳体験会及び応急手当(心肺
蘇生，AEDの使い方)を学び，スポーツ環境の安全向上を図りま
す。
　　　対　　象：小学生以上(小学生は保護者同伴）
　　　参加人数：１５人
　　　参加料金：無料

R3.6.26
21

(30)

スポーツコンディショニングセ
ミナー（スポーツ医科学セミ
ナー）

スポーツ医・科学の知見を活用したスポーツ障害の予防や安全
で効果的なトレーニング方法等に関する知識の普及啓発を行い
ます。
　　　内　　容：安全で効果的なトレーニング方法，スポーツ
　　　　　　　　栄養学，メンタルトレーニング
　　　対    象：中・高等学校運動部等の選手，指導者，
　　　　　　　　マネージャー等
　　　参加人数：５０人
　　　参加料金：一般１，０００円，中高生５００円

R3.12.18
55

(115)

シニア健康出前講座

シニア世代の健康の維持・増進を目的とし，健康・体力づくり
のための運動を実践するとともに，ご要望に応じて体力を把握
する機会を提供する等した健康・体力サポートセンタースタッ
フによる出前講座を実施します。
　　　内　　容：健康に関する講話，脳トレ体操等
　　　対    象：健康づくりを目的とした１０名以上のグル
　　　　　　　　ープ・団体
　　　参加人数：１０人以上／回
　　　参加料金：６，０００円／１団体

年２回
11

(17)

生活習慣改善コース

生活習慣病予防を目的として，４か月又は６か月間の歩数を測
定評価し，「健康づくりのための身体活動基準2013」に基づい
て，ライフステージに応じた運動指導及び個別食事指導によ
り，適切な食・運動習慣の定着を図ります。
　　　対    象：運動を習慣化したい方，体重・体脂肪が気に
　　　　　　　　なる方
　　　開催日等：随時
　　　参加料金：１人につき1,000円／回
　　　　　　　　（６か月）13回（４か月）9回

通年
99

(151)

エンジョイ！健康づくり教室

中高年層を対象にt楽しく健康づくり・介護予防運動を行うこと
で，コミュニケーションが生まれ人とのつながりを深めつつ，
運動の習慣化と健康の保持・増進を図ります。
　　　対    象：中高年層（概ね５０歳以上）
　　　開催日等：年４期（８日／期）
　　　定　　員：３０人／回×４期
　　　参加料金：１回８００円

R3.4～6月
R3.6～8月
R3.9～10月
R3.11～12月

46
(513)

ロコモ予防教室

加齢や運動不足による運動器（筋力，関節，骨）の衰えを防止
し，自立した生活を送れるよう健康づくりや介護予防（ロコモ
予防）を積極的に働きかけます。
　　　内　　容：ロコモ予防のための運動実技
　　　対　　象：中高年層（概ね４０歳以上）
　　　定　　員：３０人／回（全３日）
　　　参加料金：５００円／回

R3.7.10
R3.9.18
R3.11.3

35
(64)

新規新規



ヘルスケアチェック
（一般   ：体組成及び骨密
           度測定
 小中高生：体組成測定）

体組成（体脂肪量や筋肉量など）と骨密度を測定し，その結果
に基づいてライフステージに応じた安全で効果的なアドバイス
を行い，生涯にわたり心身ともに健康で活力のある生活を営め
るよう身体活動の重要性を県民に分かりやすく伝えます。
　　　内　　容：体組成測定＆骨密度測定
　　　対    象：どなたでも
　　　開催日等：随時（要予約）
　　　参加目標：４３５人／年

通年
37

(72)

レッツ☆ノルディックウォーキ
ング！

日常生活の中で気軽に楽しんで運動に親しめるように，ノル
ディックウォーキングの基礎的な知識や方法を学びながら歩く
ことの楽しさを味わい，障害予防を目的として健康の維持増進
を図ります。
　　　対　　象：どなたでも
　　　開催日等：年１０回
　　　参加人数：２０人／回
　　　参加料金：６００円

年１０回
100

(106)

健康ライフサポートコース

健康増進を目的として企業・団体等を対象に，体組成・骨密
度・体力測定に加えて食生活についての講話や運動を行いま
す。
　　　内    容：次のうちから利用団体との調整により実施
　　            体組成，骨密度測定，食生活講話，運動実技
　　　対    象：企業，団体，グループ
　　　参加料金：２，０００円／人

年２回
50

(140)


