2017
その他

1

木

2

金 30～15：40/ＡＳＣＧＧ愛好会（木

3

民家園

土湯宝生園（ﾊﾞﾗ園車両通行）14：
30～15：40
土湯宝生園（ﾊﾞﾗ園車両通行）14： 山野草展（準備）
陰広場）13：30～15：30
ふくしまミュージック花火2017

土

山野草展
みどりと花教室

あづま球場

せせらぎ桜の広場
ASC生き生き（A面）10～12

あづま総合運動公園月間行事予定表

ミュージック花火2017（準備）

ミュージック花火2017（準備）
あづまちびっこパーク（準備） ミュージック花火2017

軟式野球場

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ

補助陸上競技場

６月
第２多目的広場

エンルートＭ’ｓ
９～１７

※芝養生・作業のため利用不可（ﾄ 福島ユナイテッドＦＣ
ﾗｯｸも不可）
９～１２
ウォーキング教室
（会議室①）９～１２

エンルートＭ’ｓ
９～１７

※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可 第７０回福島県総合体育大
可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）
会ラグビーフットボール競
技（少年の部）７～１７
第３２回全国小学生交流陸上 第３２回全国小学生交流陸上県北 第７０回福島県総合体育大
地区予選会７～１７
県北地区予選会７～１７/J3
会ラグビーフットボール競
リーグ第１１節（準備）１７～１８ ※以降ミュージック花火開催のため 技（少年の部）７～１７

県北野球連盟７～１７

（ミュージック花火予備日）

日

5

月

6

火

土湯宝生園（ﾊﾞﾗ園車両通行）14：30 山野草展（撤収）
～15：40/あづまＤＧＰ愛好会（木陰広
場）１０～１２

土湯宝生園（ﾊﾞﾗ園車両通行）14：

水 30～15：40

8

木 （サイクル）１２：１５～１４

9

金 （木陰広場）13：30～15：30

吾妻小学校

ASC生き生き（A面）10～12

ＡＳＣＧＧ愛好会

JR福島駅伝統芸能
公演（準備）

土

ミュージック花火2017（撤収及び予備日） 県北野球連盟７～１７

ASC生き生き
（A面）13：30～15：30
しのぶ台老人会
（Ａ面）９：３０～１２

7

10

山野草展/体験行事 あづまちびっこパーク
『粉ひき・わら細工』 （全）９～１７

エンルートＭ’ｓ
９～１７

J3リーグ第１１節「福島ユナイ
テッドＦＣ対藤枝ＭＹＦＣ」試合
開始１３時
※芝養生・作業のため利用不
可（ﾄﾗｯｸも不可）

Ｕ-15みちのくサッカーリーグ
９～１７

スポーツイベント広場

ミニ多目的広場

第７０回福島県総合体育
大会ラグビー技（少年の
部）７～１７
第７０回福島県総合体育
大会ラグビー技（少年の
部）７～１７

ミュージック花火開催のため
お休み

第７０回福島県総合体育大 第７０回福島県総合体育 ドクターヘリ用
会ラグビーフットボール競 大会ラグビー技（少年の
技（少年の部）７～１７
部）７～１７

第3回マンスリーディスクゴルフ大 JR福島駅伝統芸能
公演/体験行事『子ど
もの遊び』
あづまＤＧＰ愛好会
（木陰広場）１０～１２

日 会（イベ法面）9：30～11：30

12

月

平成２９年度第６０回福島県中学校体育大会福島支 平成２９年度第６０回福島県中学校体育
部予選会軟式野球競技７～１８
大会福島支部予選会軟式野球競技７～
１８

13

火 石、ﾄﾘﾑ）10：20～12：20

14

水
木

16

金

17

土

18

日 （雨天時体1階ﾎｰﾙ）

19

月 大会（園路）13～16

20

火

21

水

22

木

23

金

24

第１０５回初任科生ロードレース

日

26

月

27
28

火

29

木

30

金

FOR座REST（撤収）

第６０回春季県北支部高等学
校野球選手権大会８～１７
第６０回春季県北支部高等学
校野球選手権大会８～１７

※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）
※芝養生・作業のため利用不可（ﾄ 高円宮杯U18福島県サッカー
第４３回福島県ターゲットアー
ﾗｯｸも不可）
チェリー選手権大会（第２次国
リーグ2017
造園技術を学ぼう
体予選会）８～１７
９～１８

エンルートＭ’ｓ
９～１７

１

庭坂ソフトボールスポーツ少年団
（屋内３塁）１２～１７
福島県高等学校野球連盟審判委員講
習会８～１７

※芝養生・作業のため利用不 全国社会人サッカー選手権福島 第４３回福島県ターゲットアー 第７０回福島県総合体育大
チェリー選手権大会（第２次国 会ラグビー競技（成年男子）８
可（トラックは可）
県大会９～１８
体予選会）８～１７

エンルートＭ’ｓ
９～１７

※芝養生・作業のため利用不可（ﾄ ※芝養生・作業のため利用不可
ﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）
ウォーキング教室
（会議室①）９～１２

エンルートＭ’ｓ
９～１７

※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）

県北野球連盟７～１７

J3リーグ第１３節（準備）
７～１８
福島県高等学校野球連盟審判 J3リーグ第１３節「福島ユナイ
委員講習会８～１７
テッドＦＣ対キラヴァンツ北九
州」試合開始１５時
エンルートＭ’ｓ
第１０５回初任科生ロードレー
９～１７
ス大会１３～１６

2017JリーグU-14ポラリスリーグ
７～１８
東北社会人サッカーリーグ
９～１８

金

10

土

ＮＥＣﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞﾃﾆｽ部（１面）
９～１２/オーストリッチＴＣ（１面）
１３～１６

11

日

12

月

13

火

14

水

15

木

16

金

17

土

18

日

19

月

エンルートＭ’ｓ
９～１７

松韻学園福島高校ﾗｸﾞﾋﾞｰ
部１３～１７
福島県サッカー協会キッズ
庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ
フェスティバル８～１６
少年団９～１７
第11回福島県ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交 第７０回福島県総合体育 庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ
流大会８～１６
大会ラグビー競技（成年 少年団９～１７
男子）８～１４

福島ＳＴクラブ（３面）９～１５/ﾃﾆ
研ｽﾎﾟｰﾂ少年団（１面）９～１２
第１３回小学生シングルス選手
権（ソフトテニス）（全面）７～１７

第６０回福島県中学校体育大会県北地 第６０回福島県中学校体育大会県
北地区予選大会（軟式野球）
区予選大会（軟式野球）

第６０回福島県中学校体育大
会県北地区予選大会（軟式野
球）

第６０回福島県中学校体 第６０回福島県中学校体育大会県
育大会県北地区予選大 北地区予選大会（ソフトテニス）（全
会（軟式野球）
面）７～１７

20

火

第６０回福島県中学校体育大会県北地 第６０回福島県中学校体育大 ※芝養生・作業のため利用不可（ﾄ ＦＣ.ＭＯＳアミーゴ
区予選大会（軟式野球）/福島リトルシニ 会県北地区予選大会（軟式野 ﾗｯｸも不可）ＡＳＣﾊﾟｿｺﾝ教室（会議 １９～２１
室③）10～12、13：30～15：30
アチーム（屋内１、３塁）１９～２１
球）
第６０回福島県中学校体育大会県北地区予 第６０回福島県中学校体育大会県 ※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
選大会（軟式野球）（予備日）/福島リトルシニ 北地区予選大会（軟式野球）（予備 可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）

第６０回福島県中学校体育 福島ユナイテッドＦＣ
大会県北地区予選大会
９～１２
（軟式野球）

第６０回福島県中学 第６０回福島県中学校体育大会
校体育大会県北地区 県北地区予選大会（ソフトテニ
予選大会（軟式野球） ス）（予備日）

21

水

第６０回福島県中学校体育大
会県北地区予選大会（軟式野
球）（予備日）

第６０回福島県中学校体育
大会県北地区予選大会（軟
式野球）（予備日）

22

木

23

金

24

土

25

日

26

月

27
28

火

29

木

30

金

エンルートＭ’ｓ
９～１７

※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）

2017プロ野球公式戦「ヤクルトｖｓ巨人」
（準備）

第３１回県下壮年軟式野球大
会県北予選７～１７

第２３回福島市民スポーツ・レクリ
エーション祭ディスクゴルフ大会（イベ
法面）9：30～14：30

第２３回福島市民スポレク祭 2017プロ野球公式戦「ヤクルトｖｓ巨人」
ディスクゴルフ大会（CD面） （準備）
９：３０～１４：３０

第３１回県下壮年軟式野球大
会県北予選７～１７

※芝養生・作業のため利用不可（ﾄ
ﾗｯｸも不可）
造園技術を学ぼう
（会議室③）９～１７
※芝養生・作業のため利用不可（ﾄ
ﾗｯｸは可）
森の楽校「ネイチャーゲーム」
（会議室①②）９～１７

第１０５回初任科生ロードレース大会
（園路）予備日/あづまＤＧＰ愛好会
（木陰広場）１０～１２

ASC生き生き
（A面）13：30～15：30

エンルートＭ’ｓ
９～１７

2017プロ野球公式戦「ヤクルトｖｓ巨人」
（準備）

第８回あづま総合運動公園杯・県北
マスターズテニス大会（全面）８～１
６
第８回あづま総合運動公園杯・県北
マスターズテニス大会
（予備日）

2017JリーグU-14ポラリスリーグ 県北サッカー協会１２～１７ ラグビー教室８～１７
７～１８

福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/テ
ニ研スポーツ少年団（１面）１３
～１５

東北社会人サッカーリーグ
９～１８

オーストリッチＴＣ（１面）１３～１
６

東北社会人サッカーリーグ 第７０回福島県総合体育
９～１８
大会ラグビー競技（成年
男子）８～１４

第１０５回初任科生ロードレー ※芝養生・作業のため利用不可
ス大会（予備日）
（ﾄﾗｯｸ要確認）

2017プロ野球公式戦「ヤクルトｖｓ巨人」
（準備）

プロ野球公式戦

ASC生き生き（A面）10～12
大笹生支援学校（ｻｲｸﾙ）１０～１１（雨
天時軽運動）/ＡＳＣＧＧ愛好会（木陰
広場）13：30～15：30

月

9

※芝養生・作業のため利用不可
（ﾄﾗｯｸ要確認）

2017プロ野球公式戦「ヤクルトｖｓ巨人」
（準備）

水 「ヤクルトｖｓ巨人」

5

福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/テ
ニ研スポーツ少年団（２面）９～
１２

※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）

日）

荒井地区民木球大会（AC
面）8～13

～１４

※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）

アチーム（屋内１、３塁）１９～２１
ＡＳＣＧＧ愛好会（木陰広場）13：30～
15：30/松川西幼稚園（巨石、ﾄﾘﾑ）10
～13（雨天時軽運動室）

日

木

あづまＤＧＰ愛好会（Ａ面）１０～ 福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
１２/ASC生き生き（Ａ面）１３：３０
～１５：３０

ASC生き生き（A面）10～12

土

25

FOR座REST

4

8

福島養護学校（ｻｲｸﾙ）１０～１２/ＡＳ FOR座REST（準備）
ＣＧＧ愛好会（木陰広場）13：30～15：
30

グループわらじ（園内）１０～１５

土

平成２９年度第６０回福島県中学校体育大会 平成２９年度第６０回福島県中 ※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
福島支部予選会軟式野球競技７～１８/福島 学校体育大会福島支部予選会 可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）
ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
軟式野球競技７～１８

１、３塁）１９～２１

第１３回全日本大学木球選
手権大会（準備）１６～１７
第１３回全日本大学木球選
手権大会９～１３

3

水

第６０回春季県北支部高等学校野球選 第６０回春季県北支部高等学
手権大会（予備日）
校野球選手権大会（予備日）
第６０回春季県北支部高等学校野球選手権 第６０回春季県北支部高等学
大会（予備日）/福島リトルシニアチーム（屋内 校野球選手権大会（予備日）

FOR座REST

金

7

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

15

2

火

第２３回福島市民スポーツレ 第６０回春季県北支部高等学校野球選 第６０回春季県北支部高等学
クリエーション祭（木球）
手権大会８～１７
校野球選手権大会８～１７
８～１４
県スポーツ振興基金助成事業 第６０回春季県北支部高等学校野球選手権 第６０回春季県北支部高等学
PG体験会（第２回）
大会８～１７/福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２ 校野球選手権大会８～１７

杉妻小学校（巨石、ﾄﾘﾑ、ｻｲｸﾙ）９：３
０～１１：４５/石田小学校（巨石、ﾄﾘﾑ）
10：30～11：30（雨天時軽運動室）

木

6

ポレク祭（木球）（準備）１５～１６

安達郡中学校特別支援部会（巨

1

平成２９年度第６０回福島県中学校体育大会 平成２９年度第６０回福島県中 ※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
福島支部予選会軟式野球競技７～１８/福島 学校体育大会福島支部予選会 可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）
リトルシニアチーム（屋内１、３塁）１９～２１
軟式野球競技７～１８

第６０回春季県北支部高等学校野球選
手権大会８～１７
吾妻ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ愛好会（ＡＣ面）9： 第６０回春季県北支部高等学校野球選
30～11：30/第２３回福島市民ス 手権大会８～１７

１１～１５

ミュージック花火予備日

※芝養生・作業のため利用不可
（ﾄﾗｯｸ要確認）

（会議室③）９～１７

11

庭球場

第７０回福島県総合体育大 第７０回福島県総合体育
会ラグビーフットボール競 大会ラグビー技（少年の
技（少年の部）７～１７
部）７～１７

利用不可

4

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

2017プロ野球公式戦
「ヤクルトｖｓ巨人」
2017プロ野球公式戦「ヤクルトｖｓ巨人」
（撤収）

第10回あづまカップパークゴ 2017プロ野球公式戦「ヤクルトｖｓ巨人」
ルフ大会（準備）１２～１７
（撤収）

プロ野球開催のため利用不可
※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）
エンルートＭ’ｓ
９～１７

北日本大学選手権大会
７～１８

北日本大学選手権大会
７～２１

★次回サービスデーは８月２０日（日）です★個人利用が無料になります（室内ﾌﾟｰﾙ、体育館ｼｬﾜｰ、体育館・陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、サイクル広場）庭球場は10/9（月・祝）
貸切予約は利用希望日の2日前まで受け付けていますので、内容が変更する場合があります。個人利用をご希望の方はあらかじめお電話でご確認のうえご来館ください。

プロ野球開催のためお休み
福島ユナイテッドＦＣ
９～１２

西いきいき

水

※５月１４日現在（内容は変更することがあります）
６月

あづま総合体育館月間行事予定表
メインアリーナ

体育室

室内プール

ASC太極拳10～12/ASCピラティス12：
30～14：30/ASCポルドブラ14：30～16：
30/こみち体操クラブ１７～２１
ASC３B体操10～12
ＡSC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６

ASC水中（２C)10～12、15～17/新婦人水中ｳｫｰ
ｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/すいぷか（１７：３０～２０：３
０/ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ福島（１Ｃ）１８：３０～２０：３０
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ASC水中（２
C)13～15/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～２０：３０/小
学生初心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０

福島Ｊｒハンドボールクラブ（1/2ＡＢ）１８：３０～２０：３０

ASCラージ卓球（B)13：30～15：30

第63回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技

第63回福島県高等学校体育大会バスケット
ボール競技（全）９～２１

第63回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技

第63回福島県高等学校体育大会バスケット
ボール競技（全）９～２１

福島新体操クラブ１４～1７
※個人利用終日お休み

第63回福島県高等学校体育大会バスケット
ボール競技（全）９～２１

サンヨー会９：３０～１１：３０
福島新体操クラブ１２～１７

1

木 スピリッツ（Ｃ）１９～２１

2

金 （全）９～２１

3

土 （全）９～２１

4

日 （全）９～２１

5
6
7

月
火

8

木

9

金 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

第63回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技

水

サブアリーナ

リベルタサッカースクール（Ａ）１７～１８/北信ハンド部保護者会（1/2Ａ ASCラージ卓球（B）13：30～15：30
Ｂ）１８～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

※ミュージック花火予備日
リトルビクス１０～１２

11

日 （全）９～２１

12

月 ９～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

13
14

火 施設管理課（バスケゴール設置、床工事）

第63回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技

水

15

木

福島Ｊｒハンドボールクラブ（1/2ＡＢ）１８：３０～２０：３０
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島（1/2ＢＣ）１９～２１

16

金 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

17

土 （全）７～２１

18

日

19

月

20

火

北信ハンド部保護者会（1/2ＡＢ）１８～２１

１/こみち体操クラブ（Ｂ）１７～２１

杉妻小学校（全）９：３０～１１：３０
こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２０
福島養護学校（全）１０～１２/ASCラージ卓球
（B)13：30～15：30/福島新体操クラブ（Ａ）１６～１９/
こみち体操クラブ（Ｂ）１６～２１
福島養護学校（全）１０～１２/すみれ（Ａ）１３～１５/
日本ベクトンバド部（Ａ）１９～２１/福島聴力障がい
者会（Ｂ）１９～２１

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15
ASC太極拳10～12/ASCピラティス12：
30～14：30/ASCポルドブラ14：30～16：
30/こみち体操クラブ１７～２１
ASC３B体操10～12
ＡSC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６

ASCラージ卓球（B）１０～１２、１３：３０～１５： リトルビクス１０～１２
３０/こみち体操クラブ（Ｂ）１７～２１

第60回福島県中学校体育大会県北地区予選大会(ハンドボール)
（全）８～２１
第60回福島県中学校体育大会県北地区予選大会(ハンドボール)（全） こみち体操クラブ（Ｂ）１７～１８（全）１８～２０
８～１７/福島県立医科大学ハンドボール部（1/2ＡＢ）１７～１９/ＩＮＮＯ
ＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

21

水

22

木 ハーサル大会)（全）９～２１

23

金

24

土 ハーサル大会)（全）９～２１

25
26
27

日 ハーサル大会)（全）９～２１

第70回東北高等学校ハンドボール選手権大会(インターハイリ 第70回東北高等学校ハンドボール選手権大 ASC太極拳10～12/ASCピラティス12：
会(インターハイリハーサル大会)（全）９～２１ 30～14：30/ASCポルドブラ14：30～16：
30/こみち体操クラブ１７～２１
第70回東北高等学校ハンドボール選手権大会(インターハイリ 第70回東北高等学校ハンドボール選手権大 ASC３B体操10～12
ハーサル大会)（全）９～２１
会(インターハイリハーサル大会)（全）９～２１ ＡSC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６

第70回東北高等学校ハンドボール選手権大会(インターハイリ 第70回東北高等学校ハンドボール選手権大 福島新体操クラブ１７～２１
会(インターハイリハーサル大会)（全）９～２１

火

第70回東北高等学校ハンドボール選手権大会(インターハイリ 第70回東北高等学校ハンドボール選手権大 ダンスサークルＪ１０～１２/福島新
会(インターハイリハーサル大会)（全）９～２１ 体操クラブ１７～２１
施設管理課（控室①）９～１０/リベルタサッカースクール（Ａ）１７～１８/ 親子で楽しむ運動教室（全）９～１２/ASCラージ卓 リトルビクス１０～１２/ASC健康体
ＪＡふくしま未来（Ａ）１９～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１ 球（B）13：30～15：30/西いきいき学習（全）１８～２１ 操＆ダンス13：30～15：30
施設管理課（バスケゴール設置、床工事）
平成29年度体力向上指導者養成研修福島県中央研修（全）９～１６

28

水 ※個人利用終日お休み

29

木 Ｃ）１８：３０～２０：３０/スピリッツ（Ａ）１９～２１

30

金

平成29年度体力向上指導者養成研修福島県中央 ※個人利用終日お休み
研修（全）９～１６

※個人利用終日お休み
ASCラージ卓球（B)13：30～15：30
西いきいき学習（全）１８～２１

3

土

4

日
月
火

ASCパソコン教室（１室）10 ｶﾙﾁｬｰ教室「ﾘﾝﾊﾟｽﾄﾚｯ
～12/13：30～15：30
ﾁ」（２室）１３～１６

5
6
7

ASCパソコン教室（１室）10
～12/13：30～15：30

8

木

ｶﾙﾁｬｰ教室「椅子ﾖｶﾞ」（２
室）９～１２

9

金

10

土

11

日

ASCリラックスヨガ（２室）
13～15

12

月

13
14

火

ｶﾙﾁｬｰ教室「自彊術」（２室）
１３～１６

15

木

16

金

17

土

18

日

19

月

20

火

21

水

22

木

23

金

24

土

25
26
27

日

平成29年度体力向上指導者養 平成29年度体力向上指導
成研修福島県中央研修（２室） 者養成研修福島県中央研
９～１６
修（２室）９～１６

28

水

ｶﾙﾁｬｰ教室(1室）「夏のお部屋風Ｂ
ＯＸ」９～１２「ﾍﾘﾃｰｼﾞ」１３～１６ASC
ﾊﾟｿｺﾝ教室（１室）10～12/13：30～
15：30

29

木

30

金

ASCリラックスヨガ（２室）13
～15

ASCパソコン教室（１室）10～
12/13：30～15：30

ASC水中（２C)10～12、15～17/新婦人水中ｳｫｰ
ｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/福島養護学校（２Ｃ）１４～１
６/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ASC水中（２
C)13～15/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～２０：３０/小
学生初心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０

ASCパソコン教室（１室）10 ASCウォーキング（２室）
～12/13：30～15：30
13～14

第63回福島県高等学校体
育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（2
室）９～２１
第63回福島県高等学校体
育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（2
室）９～２１

ＱＯＡＡ（２室）９～１７
(公社)日本3B体操協会・福島 ＱＯＡＡ（２室）９～１７
北支部指導士研究会（2室）１２
～１６

ASC水中（２C)10～12/かおる会（１Ｃ）１３～
１５/すいぷか（１Ｃ）１５：３０～１９：３０

総務課（２室）９～１７

ASCリラックスヨガ（２室）
13～15

第60回福島県中学校体育大会県北地区
予選大会(ハンドボール)（2室）８～２１

あづまスイミングクラブ（１Ｃ）１３～１５/すい 第60回福島県中学校体育 第60回福島県中学校体育大会
大会県北地区予選大会(ハ 県北地区予選大会(ハンドボー
ぷか（１Ｃ）１７～２０

ンドボール)８～１７
ル)（2室）８～１７
ASC水中（２C)10～12、15～17/イルカサークル 第70回東北高等学校ハンド 第70回東北高等学校ハンド
（１Ｃ）１４～１５/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３ ボール選手権大会９～２１ ボール選手権大会（2室）９～２
０
１
大笹生支援学校（２Ｃ）１０～１２/リズムスイミン 第70回東北高等学校ハンド 第70回東北高等学校ハンド
グ（１Ｃ）１２～１３/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１ ボール選手権大会９～２１ ボール選手権大会（2室）９～２
Ｃ）１３～１４/ASC水中（２C)13～15/
１
父の夢（２Ｃ）１０～１２/なかよしスイミング（２Ｃ） 第70回東北高等学校ハンド 第70回東北高等学校ハンド
１９～２０/ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：２０ ボール選手権大会９～２１ ボール選手権大会（2室）９～２
１
すいぷか（１Ｃ）９～１３/ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ福 第70回東北高等学校ハンド 第70回東北高等学校ハンド
ボール選手権大会９～２１ ボール選手権大会（2室）９～２
島（３Ｃ）１０～１２
１
ASC水中（２C)10～12/かおる会（１Ｃ）１３～１５/
ＡＳＣ（１室）１３～１５
すいぷか（１Ｃ）１５：３０～１９：３０
平成29年度体力向上指導者養成研修福島県中 平成29年度体力向上指導
者養成研修福島県中央研
央研修（４Ｃ）９～１６
修９～１６
※個人利用１３時よりお休み

ASC太極拳10～12/ASCポルドブラ14： ASC水中（２C)10～12、15～17/新婦人ｳｫｰｷﾝｸﾞ
30～16：30/こみち体操クラブ１７～２１ （１Ｃ）１０～１２/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３
０
バーモントカップ第27回全日本少年フットサル大会福島県大会 すみれ（Ａ）１３～１５/福島新体操クラブ（Ａ）１ ASC３B体操10～12/ＡSC太極拳13～ リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ASC水中（２
C)13～15/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～２０：３０
（全）９～２１
６～２１/福島聴力障がい者会（Ｂ）１９～２１ 15/ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６

福島新体操クラブ（Ａ）１６～１９/福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2Ｂ

金

大笹生支援学校（２Ｃ）１０～１２/福島医療生協（１Ｃ）１
３～１４/あづまｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（１Ｃ）１３～１５

第60回福島県中学校体育大会県北
地区予選大会(ハンドボール)８～２１

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

2

第63回福島県高等学校体
育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（2
室）９～２１
第63回福島県高等学校体
育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（2
室）９～２１

第63回福島県高等学校体育大
会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（2室）９～
２１
第63回福島県高等学校体育大
会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（2室）９～
２１

１７～２１

リベルタサッカースクール（Ａ）１７～１８/福島県立医科大学ハンドボール部（1/2
ＢＣ）１７～１９/北信ハンド部保護者会（1/2ＡＢ）１８～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ
（1/2ＢＣ）１９～２１

木

第63回福島県高等学校体
育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技９
～２１
第63回福島県高等学校体
育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技９
～２１
ASC水中（２C)10～12/かおる会（１Ｃ）１３～ (公財)県スポーツ振興基金
助成事業PG体験会(第1回)
１５/すいぷか（１Ｃ）１５：３０～１９：３０
９～１２

第70回福島県総合体育大会バドミントン競技県北地区予選会 第70回福島県総合体育大会バドミントン競技 (公社)日本3B体操協会・福島北支 小学生初心者水泳教室（３Ｃ）10～12/なか
県北地区予選会（全）７～２１
部指導士研究会９～１７
よしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/な・なたしお
ん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
第70回福島県総合体育大会バドミントン競技県北地区予選会 第70回福島県総合体育大会バドミントン競技 (公社)日本3B体操協会・福島北支部指 小学生初心者水泳教室（３Ｃ）10～12/すい
導士研究会９～１３/福島新体操クラブ ぷか（１Ｃ）９～１３
（全）７～２１
県北地区予選会（全）７～２１

宿泊施設

1

ASC水中（２C)10～12/かおる会（１Ｃ）１３～１５/ ㈱渡辺土木１３～２１
すいぷか（１Ｃ）１５：３０～１９：３０

ASCストレッチヨガ10～12
あづまスイミングクラブ（１Ｃ）１３～１５/すい ㈱渡辺土木９～１７
ASC健康ビクス１３：３０～１５：３０ ぷか（１Ｃ）１７～２０

リベルタサッカースクール（Ａ）１７～１８/ＪＡふくしま未来（Ａ）１ 親子で楽しむ運動教室（全）９～１２/ASCラージ卓 ASC健康体操＆ダンス13：30～
球（B）13：30～15：30/福島新体操クラブ（Ａ）１６～２ 15：30

あづまガールズサッカースクール（1/2ＡＢ）１９～２１
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島（1/2ＢＣ）１９～２１

風俗営業管理者に対す ASCパソコン教室（１室）10
る法令講習１２～１７
～12/13：30～15：30

第63回福島県高等学校体育大 第63回福島県高等学校体
会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（2室）９～ 育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（2
２１
室）９～２１

ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/福島新体操クラ ASC太極拳10～12/ASCピラティス12： ASC水中（２C)10～12、15～17/イルカサークル
ブ（Ａ）１６～１９/こみち体操クラブ（Ｂ）１６～２１
30～14：30/ASCポルドブラ14：30～16： （１Ｃ）１４～１５/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３
30/こみち体操クラブ１７～２１
０
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/水保水中ｳｫｰｷ
すみれ（Ａ）１３～１５/日本ベクトンバド部（Ａ） ASC３B体操10～12
ﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/ASC水中（２C)13～
１９～２１/福島聴力障がい者会（Ｂ）１９～２１ ＡSC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６
15/小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０
小学生初心者水泳教室（３Ｃ）10～12/なかよしｽ
第63回福島県高等学校体育大会バスケット Ａｌｏｈａ ｎｕｉ福島１５～２１
ｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/な・なたしおん（１Ｃ）１
ボール競技（全）９～２１
９：３０～２０：３０
小学生初心者水泳教室（３Ｃ）10～12/すいぷか
第63回福島県高等学校体育大会バスケット Ａｌｏｈａ ｎｕｉ福島１０～１４
（１Ｃ）９～１３/信陵中学校水泳部（４Ｃ）１３～１５
ボール競技（全）９～２１

第63回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技

和室研修室

小学生初心者水泳教室（３Ｃ）10～12/すいぷか 第63回福島県高等学校体
（１Ｃ）９～１３/信陵中学校水泳部（４Ｃ）１３～１５ 育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技９
～２１
※ミュージック花火予備日

ハンドボール体験会（全）１８～２１

土 （全）９～２１

会議室

第63回福島県高等学校体育大
会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（2室）９～
２１
第63回福島県高等学校体育大
会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（2室）９～
２１

経営企画課（全）８：３０～１３
こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２０

10

研修室

第63回福島県高等学校体
育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技９
～２１
小学生初心者水泳教室（３Ｃ）10～12/ﾄﾗｲｱ 第63回福島県高等学校体
育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技９
ｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ福島（２Ｃ）１３：３０～１５：３０
～２１
※個人利用12時までの短縮営業

福島県立医科大学ハンドボール部（1/2ＡＢ）１７～１９
あづまガールズサッカースクール（1/2ＡＢ）１９～２１
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島（1/2ＢＣ）１９～２１

北信ハンド部保護者会（1/2ＡＢ）１８～２１

月

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

６月

ASC手芸（２室）10～12

ＱＯＡＡ（２室）９～１７/小名浜西
ﾘﾄﾙﾌﾛｯｸﾞｽ（１室）１９～２１/小
名浜ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｽﾎﾟ少（１室）１９
～２０

ＱＯＡＡ（２室）９～１７

日本ヨーガ療法士会福
島（２室）９～１７

ASCウォーキング（２室）
13～14

ｶﾙﾁｬｰ教室「ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗ ｶﾙﾁｬｰ教室「ﾎﾟﾙﾄﾞﾌﾞﾗ」
ﾜｰ」（２室）１３～１６
（２室）９～１２

★次回サービスデーは８月２０日（日）です★個人利用が無料になります（室内ﾌﾟｰﾙ、体育館ｼｬﾜｰ、体育館・陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、サイクル広場）庭球場は10/9（月・祝）
貸切予約は利用希望日の2日前まで受け付けていますので、内容が変更する場合があります。個人利用をご希望の方はあらかじめお電話でご確認のうえご来館ください。

水

水

月
火

※４月18 日現在（内容は変更することがあります）
６月

2017
その他

1

土

2

日

3

月

4

火

森の楽校（ﾋﾟｸﾆｯｸ広場）

5

民家園

せせらぎ桜の広場

第10回あづまｶｯﾌﾟﾊﾟｰｸｺﾞﾙ 県北野球連盟７～１７
ﾌ大会８～１５
みどりと花の教室（会議室③）９～１２
年中行事「たなばた」 荒井地区民木球大会
県北野球連盟７～１７
体験行事「おりがみ」 （予備日）

二本松市立旭小学校（ﾄﾘﾑ）12：
10～14/あづまＤＧＰ愛好会（木
陰広場）１０～１２

ASC生き生き
（A面）13：30～15：30

福島リトルシニアチーム
（屋内１、３塁）１９～２１
ASC生き生き
（A面）10～12

6

木

7

金 ＡＳＣＧＧ愛好会（ﾋﾞｸﾆｯｸ広

※ﾚﾝﾀｻｲｸﾙお休み
場）13：30～15：30

8

土

9

日 （法面）

第4回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ大会

月

11

火

福島ボーイズ
（屋内１塁）１９～２１

軟式野球場

補助陸上競技場

第28回県下児童野球選手権大
会県北予選７～１７
第28回県下児童野球選手権大
会県北予選７～１７

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ
北日本大学選手権大会（陸
上）７～１８
北日本大学選手権大会（陸
上）７～１８

北日本大学選手権大会
７～２１
北日本大学選手権大会
７～２１

福島県土木部技術管理課
１３～１７

北日本大学選手権大会（陸
上）７～１８

北日本大学選手権大会
７～１８

７月
第２多目的広場
小・中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
９～１７
東北社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
９～１８

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１
スポーツイベント広場
ラグビー実技講習会
８～１７
2017ＪﾘｰｸﾞＵ-14ﾎﾟﾗｽﾘｰ
ｸﾞ
７～１８

ミニ多目的広場

福島県土木部技
術管理課13～17

庭球場
福島県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟（４面）９～
１７/福島ＳＴｸﾗﾌﾞ（２面）９～１２

1

土

ﾃﾆ研ｽﾎﾟｰﾂ少年団【２面）９～１２/
ＮＥＣﾌﾟﾗｯﾄﾌｫﾑｽﾞﾃﾆｽ部（１面）９～
１２/福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（２面）
１３～１６/ｵｰｽﾄﾘｯﾁＴＣ（１面）１４～
１７

2

日

3

月

4

火

5

水

6

木

7

金

8

土

9

日

10

月

11

火

12

水

13

木

14

金

15

土

16

日

17

月

停電作業あり

水

10

あづま球場

あづま総合運動公園月間行事予定表

あづまＤＧＰ愛好会
（Ａ面無料）１０～１２

12

水

13

木

14

金 場）13：30～15：30

15

土

16

日

17

月

18

火

ASC生き生き
（A面）10～12
ＡＳＣＧＧ愛好会（ﾋﾟｸﾆｯｸ広

西木球クラブオープン
（AC面）8～14
「海の日」

第99回全国高等学校野球選手権福島県大会 第99回全国高等学校野球選手
［前期］８～１７
権福島県大会［前期］８～１７
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

西木球クラブオープン（予備
日）/ＡＳＣ生き生き（Ａ面）１４
～１６

※芝養生・作業のため利用不可（ﾄ ※芝養生・作業のため利用不可
ﾗｯｸも不可）福島県土木部技術管 （ﾄﾗｯｸ要確認）
理課（会議室①②）9～12

福島県土木部技
術管理課13～17

※芝養生・作業のため利用不可（ﾄﾗｯｸ
も不可）福島県土木部技術管理課（会
議室①②）9～12/ASCパソコン教室（会
議室③）10～12、13：30～15：30/福島
県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会（会議室①
②）13～17

ＦＣ.ＭＯＳアミーゴ
１９～２１

㈱エンルート
Ｍ’ｓ９～１７

第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会［前期］８～１７

Ｊ3ﾘｰｸﾞ第16節（準備）７～１８

※芝養生・作業のため利用不可
（ﾄﾗｯｸ要確認）

㈱エンルート
Ｍ’ｓ９～１７

第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会［前期］８～１７

Ｊ3ﾘｰｸﾞ第16節「福島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞＦＣ 第32回全国小学生交流大会福
対ＦＣ東京Ｕ-23」７～１８/第32回 島県大会（準備）７～２１
全国小学生交流大会福島県大会
（準備）１８～２１

第70回福島県総合体育 2017ＪﾘｰｸﾞＵ-14ﾎﾟﾗｽﾘｰ
大会ｱｰﾁｪﾘｰ競技会（最 ｸﾞ
終選考会）８～１７
７～１８

第99回全国高等学校野球選手権福島県大会 第99回全国高等学校野球選手
［前期］８～１７
権福島県大会［前期］８～１７

第32回全国小学生交流大会
福島県大会７～１８

第70回福島県総合体育大 県北社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
会ｱｰﾁｪﾘｰ競技会（最終選 ９～１８
考会）８～１７

第99回全国高等学校野球選手権福島県大会［前
期］８～１７
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
第99回全国高等学校野球選手権福島県大会［前
期］８～１７
第99回全国高等学校野球選手権福島県大会［前
期］（予備日）
福島リトルシニアチーム（屋内１、３塁）１９～２１
第99回全国高等学校野球選手権福島県大会［前
期］（予備日）
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会［前期］８～１７

※芝養生・作業のため利用不可（ﾄ ※芝養生・作業のため利用不可
ﾗｯｸも不可）県民カレッジ（会議室 （ﾄﾗｯｸ要確認）
①②）１２～１６

第99回全国高等学校野球選手権福島県大会
［前期］（予備日）
第99回全国高等学校野球選手権福島県大会
［後期］８～１７
第99回全国高等学校野球選手権福島県大会
［後期］（予備日）
第99回全国高等学校野球選手権福島県大会
［後期］８～１７

旧広瀬座事業 広瀬
第99回全国高等学校野球選手権福島県大会
座建立130周年祝賀
［前期］８～１７
事業（準備）
※開会式
旧広瀬座事業 広瀬 福島県ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ協会連合 第99回全国高等学校野球選手権福島県大会
座建立130周年祝賀 会指導者研修会［学科・実 ［前期］８～１７
事業
技］１２～１６
旧広瀬座事業 広瀬座建立
130周年祝賀事業/ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ
ふくしまﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫｰﾗﾑ

ＵＡＶ操縦練習会
１３～１７

第99回全国高等学校野球選手権福島県大会［後
期］８～１７
第99回全国高等学校野球選手権福島県大会［後
期］（予備日）
福島リトルシニアチーム（屋内１、３塁）１９～２１
福島県ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ協会連合 第99回全国高等学校野球選手権福島県大会［後
会指導者研修会１２～１６ 期］（予備日）
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

第32回全国小学生交流大会福
島県大会７～１８

ﾃﾆ研ｽﾎﾟｰﾂ少年団（２面）９
～１２/福島ＳＴクラブ（２面）
９～１２
第4回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽ ＮＥＣﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞﾃﾆｽ部（１
ｸｺﾞﾙﾌ大会９：３０ 面）９～１２/ｵｰｽﾄﾘｯﾁＴＣ（１
～１１：３０
面）１４～１７

第99回全国高等学校野球選手権福
島県大会［前期］８～１７

第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会［前期］（予備日）

第70回県総合体育大会第72回福 第70回県総合体育大会第72回
島県選手権大会（陸上）６～１９
福島県選手権大会６～２１

第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会［前期］（予備日）

第70回県総合体育大会第72回福 第70回県総合体育大会第72回
島県選手権大会（陸上）６～１９
福島県選手権大会６～２１

第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会［前期］（予備日）
第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会［後期］８～１７
第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会【後期】（予備日）
第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会［後期］８～１７

第70回県総合体育大会第72回福 第70回県総合体育大会第72回
島県選手権大会（陸上）６～１９
福島県選手権大会６～２１
第70回県総合体育大会第72回福 第70回県総合体育大会第72回
島県選手権大会（陸上）６～１９
福島県選手権大会６～２１
第70回県総合体育大会第72回福 第70回県総合体育大会第72回
島県選手権大会（陸上）６～１９
福島県選手権大会６～１９

※芝養生・作業のため利用不 Ｕ-15みちのくリーグ
可（ﾄﾗｯｸも不可）
９～１７

第70回県総合体育大会第
72回福島県選手権大会
６～１９
第70回県総合体育大会第
72回福島県選手権大会
６～１９
第70回県総合体育大会第
72回福島県選手権大会
６～１９
東北小学生・中学生
小・中学生サテライトリー

㈱エンルート
Ｍ’ｓ９～１７
㈱エンルート
Ｍ’ｓ９～１７

アーチェリー大会８～１７ グ９～１７
８～１７
東北小学生・中学生
小・中学生サテライトリー アシスト㈱
アーチェリー大会８～１７ グ９～１７
１３～１７
小・中学生サテライトリー
グ９～１７

東日本選手権大会（公式練
習）（全面）１２～１８
東日本選手権大会
（全面）７～１８
東日本選手権大会
（全面）７～１７
東日本選手権大会
（全面）７～１７

第99回全国高等学校野球選手権福
島県大会［後期］８～１７

18

火

第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会【後期】（予備日）

※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）

㈱エンルート
Ｍ’ｓ９～１７

19

水

第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会【後期】（予備日）

※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）

㈱エンルート
Ｍ’ｓ９～１７

20

木

第99回全国高等学校野球選手権福島県大会
［後期］８～１７
ふくしまキッズ博
西学習センター木球教室 第99回全国高等学校野球選手権福島県大会
（１面）８：３０～１２
［後期］８～１７
ふくしまキッズ博
体験行事「昔の一日」 第18回福島市ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ 第99回全国高等学校野球選手権福島県大会
第18回福島市ディスクゴルフ
大会（ＣＤ面）９：３０～１４： ［後期］（予備日）
大会（イベ法面）
３０
※7/24～8/10体育館ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ASC生き生き
第99回全国高等学校野球選手権福島県大会
室・軽運動室・幼児体育室お休
（A面）13：30～15：30
［後期］（予備日）
み
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会［後期］８～１７
第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会［後期］８～１７
第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会【後期】（予備日）

北海道・東北障がい者陸上競
技選手権大会９～２１
北海道・東北障がい者陸上競
技選手権大会９～２１
北海道・東北障がい者陸上競
技選手権大会９～２１

㈱エンルート
Ｍ’ｓ９～１７

21

金

22

土

23

日

24

月

第99回全国高等学校野球選手権福島県大会
［後期］（予備日）
福島リトルシニアチーム
（屋内１、３塁）１９～２１

第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会【後期】（予備日）
エンルートＭ’ｓ
９～１７

25

火

26

水

27

木

28

金

29

土

30

日

31

月

19

水

20

木

21

金 場）13：30～15：30

22

土

23

日

ＡＳＣＧＧ愛好会（ﾋﾟｸﾆｯｸ広

24

月

25

火

26

水

27

木 13：30～15

28

金

29

土

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広場）
10～12/あづまの郷（ｲﾁｮｳ並木）
13～15/なじみの里（ｲﾁｮｳ並木・
ﾊﾞﾗ）13：30～15
あづまの郷（ｲﾁｮｳ並木）13～15/
なじみの里（ｲﾁｮｳ並木・ﾊﾞﾗ）13：
30～15

西学習センター木球教室
（予備日）

なじみの里（ｲﾁｮｳ並木・ﾊﾞﾗ）

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

30

日

31

月 場）１０～１２

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広

※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）

2017福島県Ｕ13ｻｯｶｰﾘｰ
ｸﾞ９～１８
2017ＪﾘｰｸﾞＵ-14
９～１８

東北ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ交流
第43回福島県職員球技大
大会９～１７
会県大会（８面）８～１７
東北ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ交流 ＦｕｋｕｓｈｉｍａＲ ﾃﾆ研ｽﾎﾟｰﾂ少年団
大会９～１７
ａｉｎｂｏｗＧｒｏｕｐ （２面）９～１２
９～１１
関東・南東北地区ﾗｸﾞﾋﾞｰ 福島民友新聞 聖光学院テニス部
交流大会７～１７
社９～１７
（７面）９～１７

関東・南東北地区ﾗｸﾞﾋﾞｰ
交流大会７～１７
関東・南東北地区ﾗｸﾞﾋﾞｰ
交流大会７～１７

陸上自衛隊44-2
９～１７
第62回全国高等学校軟式野球選手権南東北 第62回全国高等学校軟式野球
大会８～１７
選手権南東北大会８～１７

※芝養生・作業のため利用不
可（ﾄﾗｯｸも不可）
福島県中学校通信陸上大会
６～１８

※芝養生・作業のため利用不可
関東・南東北地区ﾗｸﾞﾋﾞｰ
（ﾄﾗｯｸ要確認）
交流大会７～１７
東北ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ交流大 関東・南東北地区ﾗｸﾞﾋﾞｰ
福島県中学校通信陸上大会
会９～１７
６～２１
交流大会７～１７

芝刈り

第62回全国高等学校軟式野球選手権南東北 第62回全国高等学校軟式野球
大会８～１７
選手権南東北大会８～１７

福島県中学校通信陸上大会
６～１８

福島県中学校通信陸上大会
６～２１

実演行事「糸とり・機 芝刈り
織り」

第62回全国高等学校軟式野球選手権南東北 第62回全国高等学校軟式野球
大会８～１７
選手権南東北大会８～１７

福島県中学校通信陸上大会
６～１８

福島県中学校通信陸上大会
６～１８

なじみの里（ｲﾁｮｳ並木・ﾊﾞﾗ）13：
30～15/ＡＳＣＧＧ愛好会（ﾋﾟｸﾆｯｸ
広場）13：30～15：30

いわき市こうや子ども会（ﾄﾘ
ﾑ）９～１２

第99回全国高等学校野球選手
権福島県大会【後期】（予備日）

北海道・東北障がい者陸上競技
選手権大会９～２１
北海道・東北障がい者陸上競技
選手権大会９～２１
北海道・東北障がい者陸上競技
選手権大会
９～２１
※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用不可
可（ﾄﾗｯｸも不可）
（ﾄﾗｯｸ要確認）

第62回全国高等学校軟式野球選手権南東北大会
（予備日）/福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

第62回全国高等学校軟式野球
選手権南東北大会（予備日）

※芝養生・作業のため利用不 ポラリスリーグ
可（ﾄﾗｯｸも不可）
９～１７

★次回サービスデーは８月２０日（日）です★個人利用が無料になります（室内ﾌﾟｰﾙ、体育館ｼｬﾜｰ、体育館・陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、サイクル広場）庭球場は10/9（月・祝）
貸切予約は利用希望日の2日前まで受け付けていますので、内容が変更する場合があります。個人利用をご希望の方はあらかじめお電話でご確認のうえご来館ください。

聖光学院テニス部
（全面）９～１７

㈱エンルート
Ｍ’ｓ９～１７
㈱エンルート
Ｍ’ｓ９～１７

東北ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ交流大 2017年度高円宮杯第10回
会９～１７
東北Ｕ-15みちのくﾘｰｸﾞ７～
１８
東北ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ交流大
ほうとく観光
会９～１７
１０～１４

福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/ﾃ
ﾆ研ｽﾎﾟｰﾂ少年団（１面）１３～
１５
福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（２面）
９～１２/福島大学教育学部ﾃﾆ
ｽ部ＯＢ会（３面）１２～１６/ｵｰ
ｽﾄﾘｯﾁＴＣ（１面）１４～１７

※６月１４日現在（内容は変更することがあります）
６月

あづま総合体育館月間行事予定表
メインアリーナ①

室内プール④

研修室⑤

土

日本空手協会内閣総理大臣杯、文部科学大臣杯全国空 日本空手協会内閣総理大臣杯、文部科学大臣杯 福島新体操クラブ
手道選手権大会予選兼日本空手協会東北地区空手道選 全国空手道選手権大会予選兼日本空手協会東北 １６～２１
手権大会（全）９～２１
地区空手道選手権大会（全）９～２１

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ福島（２Ｃ）１３：３０～１５：
３０/なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/
ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０

日本空手協会内閣総理大臣杯、
文部科学大臣杯全国空手道選手
権大会予選兼日本空手協会東北
地区空手道選手権大会９～２１

日本空手協会内閣総理大臣杯、文部科
学大臣杯全国空手道選手権大会予選兼
日本空手協会東北地区空手道選手権大
会（２室）９～２１

すいぷか（１Ｃ）１３～１７

2

日

日本空手協会内閣総理大臣杯、文部科学大臣杯全国空 日本空手協会内閣総理大臣杯、文部科学大臣杯 サンヨー会９：３０～１１：３０
手道選手権大会予選兼日本空手協会東北地区空手道選 全国空手道選手権大会予選兼日本空手協会東北 福島新体操クラブ１６～２１
手権大会（全）９～２１
地区空手道選手権大会（全）９～２１

日本空手協会内閣総理大臣杯、
文部科学大臣杯全国空手道選手
権大会予選兼日本空手協会東北
地区空手道選手権大会９～２１

日本空手協会内閣総理大臣杯、文部科
学大臣杯全国空手道選手権大会予選兼
日本空手協会東北地区空手道選手権大
会（２室）９～２１

事業運営課
（２室）１６～１９

3
4

月 １/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

ｶﾙﾁｬｰ教室「整理収納」
１３～１６

福島県土木部技術管理課（２室）９
～１２/あづまの郷ｳｫｰｸ大会実行
委員会（２室）１２～１７

ASCリラックスヨガ
（２室）13～15

5

水

6

木

7

金

8

土

9

日

10
11

月

12

水

13

木

14

金 （全）１７～２１

15

土 （全）９～２１

16

日 （全）９～２１

17
18
19

月

20

木

21

金

22

土

23

日

24

月 ｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１

25
26
27
28
29

火

30
31

日

1

サブアリーナ②

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

７月

体育室③

福島県土木部技術管理課（全）１３～１７/足猿（Ａ）１９～２ ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１０～１２、１３：３０～１５：３０ リトルビクス１０～１２/ASC健康体 ASC水中（２C)10～12/かおる会（１Ｃ）１３
操＆ダンス13：30～15：30
～１５/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：３０

火

会議室⑥

和室研修室⑦

床工事・バスケゴール設置あり
第70回福島県総合体育大会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）（準備）（全）１７～ こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２０
１８（1/2ＡＢ）１８～１９/北信ハンド部保護者会（1/2ＢＣ）１
８～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
第70回福島県総合体育大会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）（全）８～２１
第70回福島県総合体育大会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）
（全）８～２１

停電作業あり
ASCストレッチヨガ10～12/ASC健 大笹生支援学校（２Ｃ）１０～１２/あづまｽｲ
ASCパソコン教室（１室）10 ｶﾙﾁｬｰ教室「親子一緒に
ﾘﾄﾐｯｸ」（２室）９～１２/リト
康ビクス13～15/ＴＭＴ１９～２０
ﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（１Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１
～12/13：30～15：30
ルビクス（１室）１３～１５
７～２０
ASC太極拳10～12/ASCピラティス12：30～ ASC水中（２C)10～12、15～17/大笹生支 第70回福島県総合体育大 第70回福島県総合体育大 ｶﾙﾁｬｰ教室「ゆらぎ体操ｾﾗ
14：30/ASCポルドブラ14：30～16：30/こみち
援学校（２Ｃ）１０～１２
会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）９～２１
会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）（2室）９～２１ ﾋﾟｰ」（２室）９～１２/ASC
体操クラブ１７～２１
ウォーキング（２室）13～14

第70回福島県総合体育大会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）（全）８～２１

ASC３B体操10～12/ASC太極拳13～ 父の夢（２Ｃ）１０～１２/ﾘｽﾞﾑｽｲﾐﾝｸﾞ（１Ｃ）１２～１３/水 ㈱高野塗装店
15/ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６/福島 保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/ＡＳＣ水中（２Ｃ） １３～１７
１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：３０
新体操クラブ１６～２１

第70回福島県総合体育大会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）
（全）８～２１

第70回福島県総合体育大会
（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）（2室）９～２１

福島県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝ
ﾀｰ連合会（2室）９～１
７

福島県ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ協会連合 第70回福島県総合体育大会
（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）（2室）９～２１
会指導者研修会９～１２
第70回福島県総合体育大会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）（全）８～２１
森の楽校「ロープワーク」 施設管理課緑地担当パーク
マスター養成事業（２室）9～
（２室）９～１７
17
リトルビクス１０～１２/ASC健康体操＆ ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２/かおる会（１Ｃ）１
医科大学ハンドボール部（1/2ＡＢ）１７～１９/足猿（Ａ）１９ 親子で楽しむ運動教室（全）９～１２/ASCラージ卓球
福島県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連 ASCリラックスヨガ
（B)13：30～15：30/こみち体操クラブ（Ｂ）１７～２１/福島 ダンス13：30～15：30/福島新体操クラ ３～１５/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：３０
～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
合会（２室）９～１７
（２室）13～15
第70回福島県総合体育大会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）（全）８～２１

第70回福島県総合体育大会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）
（全）８～２１
第70回福島県総合体育大会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）
（全）８～２１

Ｉ＆Ａ
１８～２１

新体操クラブ（Ａ）１７～２０

ブ１７～２１

なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/ら・な
たしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０

火
イオンリテールワーカーズユニオン（全）９～１７/あづま
福島新体操クラブ（Ａ）１６～１８/こみち体操クラブ ASCストレッチヨガ10～12/ASC健
ガールズサッカースクール（1/2ＡＢ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤ （Ｂ）１６～１８（全）１８～２０
康ビクス13～15/ＴＭＴ１９～２０
Ａ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
ハンドボール体験会（全）１８～２１
ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/福島新体操ク ASC太極拳10～12/ASCピラティス12：
ラブ（Ａ）１６～２１/こみち体操クラブ（Ｂ）１６～２１ 30～14：30/ASCポルドブラ14：30～16：

福島医療生協（１Ｃ）１３～１４/あづまｽｲﾐﾝ
ｸﾞｸﾗﾌﾞ（１Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７～
２０

福島県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会（１
室）９～１７/ASCパソコン教室（１
室）10～12、13：30～15：30

ASC水中（２C)10～12、15～17/大笹生支援学校
（２Ｃ）１０～１２/イルカサークル（１Ｃ）１４～１５

福島県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会（１ ASC手芸（２室）10～
室）９～１７/ASCパソコン教室（１ 12/ASCウォーキング（２
室）10～12、13：30～15：30
室）13～14

福島県総合体育大会バスケットボール競技（準備）

すみれ（Ｂ）１３～１５/福島県総合体育大会バス
ケットボール競技（準備）（全）１７～２１

30/こみち体操クラブ１７～２１
ASC３B体操10～12/ASC太極拳13～ 大笹生支援学校（２Ｃ）１０～１２/ﾘｽﾞﾑｽｲﾐﾝｸﾞ（１Ｃ）１２ 福島県総合体育大会バスケッ 福島県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会（2 福島県総合体育大会バ
15/ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６/福島 ～１３/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/ASC水 トボール競技（準備）１７～２１ 室）９～１７/福島県総合体育大会 スケットボール競技（準
中（２C)13～15/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：３０
ﾊﾞｽｹ競技（準備）（２室）１７～２１ 備）（２室）１７～２１
ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ１６～１９

福島県総合体育大会バスケットボール競技

福島県総合体育大会バスケットボール競技
（全）９～２１

東北電力鼓響会１０～１３
Ａｌｏｈａ ｎｕｉ福島１６～２１

なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/ら・な
たしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０

福島県総合体育大会バスケットボール競技
（全）９～２１

ダンスサークルＪ
１０～１２

すいぷか（１Ｃ）１３～１７

スーパースポーツゼビオ・プレゼンツ・3×3・ＥＸＥ福島地区予選（全）７～１７
/医科大学ハンドボール部（1/2ＡＢ）１７～１９/足猿（Ａ）１９～２１/ＩＮＮＯＶＡ
ＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

ASCラージ卓球（B)13：30～15：30

ＹＭＫＢ
１４～１６

ASC水中（２C)10～12/ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ福島（２
Ｃ）１０～１２/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：３０

北信ハンド部保護者会（1/2ＡＢ）１８～２１
あづまガールズサッカースクール（1/2ＢＣ）１９～２１

ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/こみち体操クラ ASCストレッチヨガ10～12/ASC健 あづまｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（１Ｃ）１３～１５/すいぷ
ブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２０
康ビクス13～15/ＴＭＴ１９～２０
か（１Ｃ）１７～２０

ふくしまキッズ博（準備）（全）９～２１

ふくしまキッズ博（準備）（全）９～２１

ふくしまキッズ博（準備）（全）９～２１

ふくしまキッズ博（準備）（全）９～２１

ふくしまキッズ博（全）９～２１

ふくしまキッズ博（全）９～２１

ふくしまキッズ博（全）９～２１

ふくしまキッズ博（全）９～２１

ふくしまキッズ博（全）９～２１

ふくしまキッズ博（全）９～２１

福島県総合体育大会バスケットボール競技

福島県総合体育大会バス 福島県総合体育大会バス 福島県総合体育大会
ケットボール競技９～２１ ケットボール競技（２室）９ バスケットボール競技
～２１
（２室）９～２１
福島県総合体育大会バス 福島県総合体育大会バスケッ 福島県総合体育大会バ
スケットボール競技（２
ケットボール競技９～２１ トボール競技（２室）９～２１
室）９～２１

ASCリラックスヨガ(2
室)１３～１５

火
水

水
木
金
土

月

ASC太極拳10～12/ASCピラティス12：
30～14：30/ASCポルドブラ14：30～16：
30/こみち体操クラブ１７～２１
ASC３B体操10～12/ASC太極拳13～
15/ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６

市町村対抗福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
大会実行委員会１０～１６

ｶﾙﾁｬｰ教室「英会話」（1室）９～１２ 市町村対抗福島県ｿﾌﾄ大会
/ASCパソコン教室（１室）10～12、 実行委員会（１室）１０～１４
13：30～15：30

ASC水中（２C)10～12、15～17/新婦人水
中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２

ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導者研修会（学
科）９～１２/ふくしまキッズ博
（準備）１２～２１

ふくしまキッズ博（準備）
（２室）９～２１

ふくしまキッズ博（準
備）（２室）９～２１

※7/21～8/27夏休み期間中のため貸切
不可

ふくしまキッズ博（準備）
９～２１
ふくしまキッズ博９～２１

ふくしまキッズ博（準備）
（２室）９～２１
ふくしまキッズ博
（２室）９～２１
ふくしまキッズ博
（２室）９～２１

ふくしまキッズ博（準
備）（２室）９～２１
ふくしまキッズ博
（２室）９～２１
ふくしまキッズ博
（２室）９～２１

１０～１２時の回のみお休み

ふくしまキッズ博９～２１

平成29年度全国高等学校総合体育大会インターハイ（ﾊﾞｽ 平成29年度全国高等学校総合体育大会インター 平成29年度全国高等学校総合体育大
会インターハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）９～２１
ハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１

全国高等学校総合体育大 全国高等学校総合体育大会 全国高等学校総合体育
会インハイ（ﾊﾞｽｹ）９～２１ インハイ（ﾊﾞｽ）（2室）９～２１ 大会インハイ（ﾊﾞｽ）（2室）

平成29年度全国高等学校総合体育大会インターハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ 平成29年度全国高等学校総合体育大会インターハイ（ﾊﾞ 平成29年度全国高等学校総合体育大
ﾙ）（全）９～２１
ｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
会インターハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）９～２１
平成29年度全国高等学校総合体育大会インターハイ（ﾊﾞｽ 平成29年度全国高等学校総合体育大会インター 平成29年度全国高等学校総合体育大
会インターハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）９～２１
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
ハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
平成29年度全国高等学校総合体育大会インターハイ（ﾊﾞｽ 平成29年度全国高等学校総合体育大会インター 平成29年度全国高等学校総合体育大
会インターハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）９～２１
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
ハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
平成29年度全国高等学校総合体育大会インターハイ（ﾊﾞｽ 平成29年度全国高等学校総合体育大会インター 平成29年度全国高等学校総合体育大
会インターハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）９～２１
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
ハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
平成29年度全国高等学校総合体育大会インターハイ（ﾊﾞｽ 平成29年度全国高等学校総合体育大会インター 平成29年度全国高等学校総合体育大
会インターハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）９～２１
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
ハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
平成29年度全国高等学校総合体育大会インターハイ（ﾊﾞｽ 平成29年度全国高等学校総合体育大会インター 平成29年度全国高等学校総合体育大
会インターハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）９～２１
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
ハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
平成29年度全国高等学校総合体育大会インターハイ（ﾊﾞｽ 平成29年度全国高等学校総合体育大会インター 平成29年度全国高等学校総合体育大
会インターハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）９～２１
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１
ハイ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）（全）９～２１

全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）９～２１

９～２１

終日お休み

全国高等学校総合体育大
会インハイ（ﾊﾞｽｹ）９～２１
全国高等学校総合体育大
会インハイ（ﾊﾞｽｹ）９～２１
全国高等学校総合体育大
会インハイ（ﾊﾞｽｹ）９～２１
全国高等学校総合体育大
会インハイ（ﾊﾞｽｹ）９～２１
全国高等学校総合体育大
会インハイ（ﾊﾞｽｹ）９～２１
全国高等学校総合体育大
会インハイ（ﾊﾞｽｹ）９～２１

★次回サービスデーは８月２０日（日）です★個人利用が無料になります（室内ﾌﾟｰﾙ、体育館ｼｬﾜｰ、体育館・陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、サイクル広場）庭球場は10/9（月・祝）
貸切予約は利用希望日の2日前まで受け付けていますので、内容が変更する場合があります。個人利用をご希望の方はあらかじめお電話でご確認のうえご来館ください。

全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１

全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１
全国高等学校総合体育大会
インハイ（ﾊﾞｽｹ）（2室）９～２１

宿泊施設⑧
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2

日

3
4

月

5

水

6

木

7

金

8

土

9

日

10
11

月

12

水

13

木

14

金

15

土

16

日

17
18
19

月

20

木

21

金

22

土

23

日

24

月

25
26
27
28
29

火

30
31

日

火

火

火
水

水
木
金
土

月

※６月18 日現在（内容は変更することがあります）
６月

