2017 あづま総合運動公園月間行事予定表
その他

1

水

2

木

3

金 あづまの郷ウォーク大会

4

ＡＳＣ（１面）１０～１２

ＡＳＣＧＧ愛好会（木陰広場）１３：３０～１５：３０
新谷杯争奪第１２回日
本木球選手権大会（準
備）（ＡＣ）面）１４～１６

土

日

6
7

月

9

せせらぎ桜の広場

「文化の日」

5

8

民家園

ふくしまｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ（大駐周辺）９：３０～１３/すこやかﾗｺﾊﾟ（ｲﾁｮｳ
並木車両）１４～１５/恵風園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（ｲﾁｮｳ並木車両）１４：３０
～１５：３０/ふじの里（ｲﾁｮｳ並木車両）１４～１６/ｹｱﾀｳﾝひまわり（ｲﾁｮｳ
並木車両）１４～１４：３０/ﾊｯﾋﾟｰｱｲﾗﾝﾄﾞﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（ｲﾁｮｳ並木車
両）１４～１４：４０/佐原小学校ﾏﾗｿﾝ大会（ｲﾁｮｳ並木）９～１２
第１０６回初任科生ロードレース大会（園路）/はつらつﾃﾞｲｹｱ（ｲﾁｮｳ並
木車両）１３：３０～１４：３０/大笹生支援学校（ｻｲｸﾙ）１０～１１（雨天時
軽運動）/蓬莱東小学校（ﾄﾘﾑ）１２～１３/すこやかﾗｺﾊﾟ（ｲﾁｮｳ並木車
両）１４～１５/ふじの里（ｲﾁｮｳ並木車両）１４～１６/ｹｱﾀｳﾝひまわり（ｲ
ﾁｮｳ並木車両）１４～１５/みず和の郷（ｲﾁｮｳ並木車両）１０：３０～１１：３
０、１３：３０～１４

あづま球場

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ
補助陸上競技場
第２８回秋季県北支部高等学校野球 第２８回秋季県北支部高等 あづまの郷ウォーク大会
佐原小学校９～１２
選手権大会（予備日）
学校野球選手権大会（予備 （準備）
福島リトルシニアチーム
日）
（屋内１、３塁）１９～２１
ウォーキング教室（会議室③）９～１２
蓬莱東小学校（会議室③）１２～１３
ＡＳＣウォーキング教室
（会議室③）１３～１４
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
第２０回福島南ロータリークラブ主催
「大声杯」リトルリーグ野球南東北大
会（準備）１５～１７
第２０回福島南ロータリークラブ主催
「大声杯」リトルリーグ野球南東北大
会
7～１７
第２０回福島南ロータリークラブ主催
「大声杯」リトルリーグ野球南東北大
会
7～１７

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広場）９：３０～１１：３０/あさかの学園大学
民家園ふれあい祭り 新谷杯争奪第１３回日
ｳｫｰｷﾝｸﾞ部（ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ）１０～１２/ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ南福島（ｲﾁｮｳ並木
本木球選手権大会（Ａ
車両）１３：３０～１４/福島市中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（ｲﾁｮｳ並木車両）１４
Ｃ面）９～１４
～１５/ふじの里（ｲﾁｮｳ並木車両）１４～１６/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰはなしのぶ
（ｲﾁｮｳ並木車両）１４：３０～１５/はなみずき（ｲﾁｮｳ並木車両）１４～１
４：３３０
巨石広場池清掃
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

第２多目的広場 スポーツイベント広場

あづまの郷ウォーク大会

1

水

2

木

3

金

4

土

平成２９年度県高校新人大会（ソ
フトテニス）
（全）８～１７

5

日

平成２９年度県高校新人大会（ソフト
テニス）（全）８～１７
平成２９年度県高校新人大会（ソフト
テニス）予備日

6
7

月

8

水

9

木

10

金

11

土

12

日
月

※芝養生・作業のため利用
不可（ﾄﾗｯｸ要確認）

13
14
15

※芝養生・作業のため利
用不可（ﾄﾗｯｸ要確認）

16

木

17

金

18

土

19

日

20
21
22
23
24

月

25

土

26
27
28
29
30

日

㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７

あづまの郷ウォーク大会

福島地方環境事務所９～１ ※芝養生・作業のため利用不 野田地区体育協会陸上
可（ﾄﾗｯｸも不可）
３
競技大会８～１２
野田地区体育協会陸上競技
大会（室内走路）９～１２

県北野球連盟
７～１７

水

木

金

11

土

第１０６回初任科生ロードレース大会（園路）（予備日）/ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ南
福島（ｲﾁｮｳ並木車両）１３：３０～１４/福島市中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（ｲﾁｮ
ｳ並木車両）１４～１５/ふじの里（ｲﾁｮｳ並木車両）１４～１６/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾ
ﾝﾀｰはなしのぶ（ｲﾁｮｳ並木車両）１４：３０～１５/はなみずき（ｲﾁｮｳ並木
車両）１４～１４：３０、１５～１５：３０
ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ南福島（ｲﾁｮｳ並木車両）１３：３０～１４/福島市中央ﾃﾞｲｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（ｲﾁｮｳ並木車両）１４～１５/ふじの里（ｲﾁｮｳ並木車両）１４～１
６/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰはなしのぶ（ｲﾁｮｳ並木車両）１４：３０～１５/はなみ
ずき（ｲﾁｮｳ並木車両）１４～１４：３０、１５～１５：３０/ｱﾒﾘｰﾓﾝｼｭｼｭ（ﾋﾟｸ
ﾆｯｸ広場）１２～１３
ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ南福島（ｲﾁｮｳ並木車両）１３：３０～１４/福島市中央ﾃﾞｲｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（ｲﾁｮｳ並木車両）１４～１５/ふじの里（ｲﾁｮｳ並木車両）１４～１
６/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰはなしのぶ（ｲﾁｮｳ並木車両）１４：３０～１５/はなみ
ずき（ｲﾁｮｳ並木車両）１４～１４：３０、１５～１５：３０/大森小学校（ﾄﾘﾑ、
巨石）１１～１３（雨天時軽運動）

Ｕ-13みちのくリーグ
９～１７

ＳＯＲＡアニマル
シェルター１０～
１７

※芝養生・作業のため利用 第１９回福島県小学生ク
不可（ﾄﾗｯｸも不可）
ロスカントリー大会７～１
７
※芝養生・作業のため利用不 ※芝養生・作業のため利用
可（ﾄﾗｯｸも不可）
不可（ﾄﾗｯｸ要確認）

福島西高校野球部
（屋内１、３塁）１７～１９
福島リトルシニアチーム
（屋内１、３塁）１９～２１

㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７

第１０６回初任科生ロード
レース大会（予備日）

福島西高校野球部
（屋内３塁）１８～２１
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７

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

福島西高校野球部
（屋内１、３塁）１８～２１

㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７

J3リーグ第３１節(準備)

㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７

2017あづまデュアスロンin福島
福島市ＤＧ協会（木陰広場）９：３０～１３：３０

12

日

13
14
15

月

16

木 だち公民館（ﾄﾘﾑ、巨石）（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）

※芝養生・作業のため利
用不可（ﾄﾗｯｸ要確認）

ＡＳＣ１３：３０～１
５：３０

飯舘村立草野・飯樋・臼石小
学校８～１２/米沢塩井ﾌｧｲ
ﾔｰｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ１２～１５

福島東高校テニス部（２面）９～１２（４
面）１２～１６/福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
（２面）９～１２
福島中央郵便局 福島東高校テニス部（２面）９～１２（３
面）１２～１６/福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
９～１３
（２面）９～１２/オーストリッチＴＣ（１
面）１３～１６
ＡＳＣ１３：３０～１５： ＡＳＣテニス（２面）１０～１２
３０

第３１回県北軟式野球選手 J3リーグ第３１節７～１８
権大会７～１７

体験行事『昔の食事』 2017あづまデュアスロ 森の楽校「リューシロフォン作り」
ンin福島
（会議室③）９～１７

第３１回県北軟式野球選手 ※芝養生・作業のため利用 米沢塩井ファイヤｰアス
権大会７～１７
不可（ﾄﾗｯｸも不可）
リートクラブ９～１２

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広場）９：３０～１１：３０
あだち公民館（ﾄﾘﾑ、巨石）（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）

平成２９年度県高校新人大会（ソ
フトテニス）前日公式練習
（全）９～１５
平成２９年度県高校新人大会（ソ
フトテニス）
（全）８～１７

※芝養生・作業のため利
用不可（ﾄﾗｯｸ要確認）

体験行事『昔の食事』 ペットの健康ケアハウス 福島県高等学校野球連盟県北支部
犬といつまでも（Ａ面）９： 中学生技術講習会８～１７
（準備）
３０～１０：３０

庭球場

㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７

あづまの郷ウォーク大会
佐原小学校予備日
（準備）/第１０６回初任科生
ロードレース大会１３～１６

県北野球連盟
７～１７

ミニ多目的広場

火 巨石広場池清掃

10

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

市町村支援機構研修課
１２～１６

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

福島リトルシニアチーム
（屋内１、３塁）１９～２１

㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７

※芝養生・作業のため利用不
可（ﾄﾗｯｸも不可）
※芝養生・作業のため利用不
可（ﾄﾗｯｸも不可）/ウォーキング
教室（会議室①）９～１２
※芝養生・作業のため利用不
可（ﾄﾗｯｸも不可）/二本松北小
学校（室内走路）１２：３０～１
４：３０

2017あづまデュアス
ロンin福島８～１７

火
水

平田小学校（ﾄﾘﾑ、巨石）１２～１４：５０

平田小学校１３～１４

福島第三小学校（巨石広場）１２～１２：４５（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）/あ 福島第三小学校１３
～１４：３０
二本松北小学校（ﾄﾘﾑ、巨石）１２：３０～１４：２０

17

軟式野球場

１１月

㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７

金

18

土

19

日

20
21
22
23
24

月 青木小学校（ﾄﾘﾑ、巨石）９：４０～１１：４０

25

土

26
27
28
29
30

日

飯舘村立草野・飯樋・臼
石小学校予備日

福島県高等学校野球連盟高校生技
術講習会８～１７

福島県高等学校野球連盟
高校生技術講習会８～１７

とうほう・みんなの陸上教室 ※芝養生・作業のため利
８～１４
用不可（ﾄﾗｯｸ要確認）

福島県高等学校野球連盟高校生技
術講習会８～１７

福島県高等学校野球連盟
高校生技術講習会８～１７

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

あづまＤＧＰ愛好会（Ａ面） 福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
１０～１２

ＡＳＣ１３：３０～１
５：３０
ＦＧテニス班（２面）９～１２/福島ＳＴク
ラブ（２面）９～１２/聖光学院テニス部
（２面）１２～１４（４面）１４～１６/福島
環境省テニス愛好会（２面）１２～１４
テニ研スポーツ少年団（１面）９～１２
/福島東高校テニス部（３面）９～１６/
オーストリッチＴＣ（１面）１３～１６

ＡＳＣテニス（２面）１０～１２

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

火
福島リトルシニアチーム
（屋内１、３塁）１９～２１

水
木

「勤労感謝の日」

西木球クラブオープン
（AC面）８～１４

㈱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
可（ﾄﾗｯｸも不可）
不可（ﾄﾗｯｸ要確認）

第３１回県北軟式野球選手 ※芝養生・作業のため利用 ※芝養生・作業のため利
権大会７～１７
不可（ﾄﾗｯｸも不可）
用不可（ﾄﾗｯｸ要確認）

金
日本ノルディックフィットネス協会
（会議室③）９～１２
日本生命（屋内１、３塁）１０～１６
西木球クラブオープン
（予備日）

㈱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
可（ﾄﾗｯｸも不可）
不可（ﾄﾗｯｸ要確認）

日本生命１０～１６

J3リーグ第３３節(準備)

東北電力㈱９～１３
※芝養生・作業のため利用
不可（ﾄﾗｯｸ要確認）

日本生命１０～１６

J3リーグ第３３節

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７

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

水

福島リトルシニアチーム
（屋内１、３塁）１９～２１

木

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７
㈱エンルートＭ’ｓ
９～１７

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

月

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広場）９：３０～１１：３０

火
※芝養生・作業のため利用
不可（ﾄﾗｯｸ要確認）
※芝養生・作業のため利用
不可（ﾄﾗｯｸ要確認）

★次回サービスデーは１２月１７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、庭球場、サイクル広場）
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。

ベガルタ仙台子供
サッカー教室９～１７

聖光学院テニス部（４面）９～１７
ＡＳＣ１３：３０～１５：
３０
テニ研スポーツ少年団（１面）９～１２
/福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/福島環
境省テニス愛好会（２面）１２～１４
桃陵中学校ソフトテニス部（３面）１０
～１３

ＡＳＣ１３：３０～１ ＡＳＣテニス（２面）１０～１２
５：３０

火

火
水

火
水
木
金

月
火
水
木

※１０月１５日現在（内容は変更することがあります）
１１月

あづま総合体育館月間行事予定表
メインアリーナ
平成29年度福島県高校新人大会体操競技・新体操（準備）
（全）８～２１
平成29年度福島県高校新人大会体操競技・新体操
（全）８～２１

サブアリーナ
平成29年度福島県高校新人大会体操競技・新
体操（準備）（全）８～２１
平成29年度福島県高校新人大会体操競技・新
体操（全）８～２１

木

平成29年度福島県高校新人大会体操競技・新
体操（全）８～２１
平成29年度福島県高校新人大会体操競技・新体操
平成29年度福島県高校新人大会体操競技・新
（全）８～２１
体操（全）８～２１
平成29年度福島県ジュニア新体操選手権大会
平成29年度福島県ジュニア新体操選手権大会
（全）７～２１
（全）７～２１
ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ（Ａ）１７～１８/医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＢＣ）１７ 親子で楽しむ運動教室（全）９～１２
～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島
ASCラージ卓球（B)13：30～15：30

ASC太極拳13～15/ＹＭＫＢ１５～１ すいぷか（１Ｃ）１７～２０/ﾋﾟｭｱｽﾎﾟｰﾂ福島南ｽｲﾐﾝｸﾞ ＹＭＫＢ１３～１５
８/福島新体操クラブ１８～２１
（３Ｃ）１８：３０～２０：３０
小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２/なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
Ａｌｏｈａ ｎｕｉ福島１６～２０

福島県高校新人大会体操競技・
新体操（2室）８～２１

福島県高校新人大会体操競技・
新体操（2室）８～２１

3

金

福島県高校新人大会体操競
技・新体操（2室）８～２１
福島県ジュニア新体操選手権
大会（２室）７～２１

福島県高校新人大会体操
競技・新体操（2室）８～２１
福島県ジュニア新体操選手
権大会（２室）７～２１
ASCリラックスヨガ（２室）13
～15

4

土

5

日

6

月

7

火

杉妻ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（ＡＢ）１７～１９/あづまガールズ こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２０
サッカースクール（1/2ＡＢ）１９～２１/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ（1/2ＢＣ）１９～２ （Ｂ）２０～２１/福島新体操クラブ（Ａ）１６～１８
１

ASCストレッチヨガ10～12/ASC健康ビ
クス13～15/福島新体操ｸﾗﾌﾞ１８～２０

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

ASCパソコン教室（1室窓側）
10～12/13：30～15：30

8

水

ハンドボール体験会（全）１８～２１

ASC太極拳10～12/ASCﾋﾟﾗﾃｨｽ
12：30～14：30/ASCﾎﾟﾙﾄﾞﾌﾞﾗ14：30
～16：30
ASC３B体操10～12/ASC太極拳13
～15/福島新体操ｸﾗﾌﾞ１７～２１

ASC水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/イルカサークル（１
Ｃ）１４～１５/医科大学水泳部（２Ｃ）１８～２０

ASCパソコン教室（1室窓側）
10～12/13：30～15：30

9

木

すいぷか（１Ｃ）１０～１１/リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３
/ASC水中（２C）13～15/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３
～１４/すいぷか（１Ｃ）１７～２０

大森小学校（２室）１１～１３/第35 大森小学校（2室）１１～１３
回福島県中学生新人ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大
会（準備）（2室）１５～２１

10

金

11

土

12

日

13

月

14

火

15

水

16

木

17

金

18

土

19

日

20

月

4

土

5

日

6

月

7

火

平成29年度福島県高校新人大会体操競技・新体操

（1/2ＢＣ）１９～２１

平成29年度第35回福島県中学生新人バドミントン大会（準

10

金 備）（全）１４～２１

11

土 （全）８～２１

12

日

13

月

14

火

ASCラージ卓球（B)13：30～15：30
すみれ（Ａ）１３～１５/平成29年度第35回福島県中学
生新人バドミントン大会（準備）（全）１５～２１

（２Ｃ）１９～２０/ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
福島市水泳連盟（７Ｃ）８～９（５Ｃ）９～１０/小学生初心者水
泳教室（３Ｃ）１０～１２/すいぷか（１Ｃ）１０～１３

リトルビクス１０～１２/ｶﾙﾁｬｰ教室 ASC水中（２C)10～12
「ｽﾃｯﾌﾟｳｫｰｸﾖｶﾞ」１３～１６

平成29年度第35回福島県中学生新人バドミントン大会

平成29年度第35回福島県中学生新人バドミント 福島新体操ｸﾗﾌﾞ９～１２/フラレイラ 小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２/なかよしｽｲﾐ 福島県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ協会
ン大会（全）８～２１
ニカイ１２～１７/福島陳家溝太極 ﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０ １２～１７
拳道友会１７～２１
～２０：３０
福島市水泳連盟（７Ｃ）８～９（５Ｃ）９～１０/小学生初心者水
平成29年度第35回福島県中学生新人バドミントン大会
平成29年度第35回福島県中学生新人バドミント 少林寺拳法福島県研修会
泳教室（３Ｃ）１０～１２/すいぷか（１Ｃ）１０～１４
（全）８～１８/北信ＪＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１
ン大会（全）８～１８
９～１６
市町村支援機構研修課（全）１２～１６/ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ（Ａ）１７～１ ASCラージ卓球（B)13：30～15：30
リトルビクス１０～１２/ASC健康体 ASC水中（２C)10～12/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：
８/医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＢＣ）１７～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ
こみち体操クラブ（Ｂ）１７～２１
操＆ダンス13：30～15：30
３０

第35回福島県中学生新人ﾊﾞﾄﾞ
ﾐﾝﾄﾝ大会（2室）８～２１

杉妻ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（ＡＢ）１７～１９/福島中央スクー こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２０
ル（Ｃ）１９～２１/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2ＡＢ）１９～２１/総務課 （Ｂ）２０～２１
（多目的室全室）９～２１
ASCラージ卓球（B)13：30～15：30
福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１８：３０～２０：３０
福島ﾎﾞｯﾁｬ愛好会（Ａ）１８～２１
スピリッツ（Ｃ）１９～２１
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（Ｂ）１８～２１

（1/2ＡＢ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島（1/2ＢＣ）１９～２１

15

水

16

木

17

金 スピリッツ（Ｂ）１９～２１/福島中央スクール（Ｃ）１９～２１

18

土 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１３～１７

19

日 （Ｂ）１０～１２/ＦＵＹＯクラブ（Ｃ）９～１２/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ 福島新体操クラブ（Ｂ）１８～２１

20

月

21

火

忍者ナイン（Ａ）１５～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（Ａ）１９～２１/
医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）１２～１７

みなみクラブ（Ａ）９～１７
福島新体操クラブ（Ｂ）９～２１

西信中学校ｻｯｶｰ部（1/2ＡＢ）９～１０（Ａ）１０～１２/チームＳ こみち体操クラブ（全）９～１８
（1/2ＡＢ）１３～１７

23

木

24

金

25

土

野田小学校マーチングバンドクラブ（全）１４～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.Ｆ 福島愛隣幼稚園ﾊﾞﾚｰ部（Ｂ）９～１２/ASCラージ卓球
Ｃ（1/2ＡＢ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島（1/2ＢＣ）１９～２１
（B)13：30～15：30/こみち体操クラブ（Ｂ）１７～２１

吉井小学校マーチングバンドクラブ（全）１４～１９/あづま
ガールズサッカースクール（1/2ＡＢ）１９～２１/福島中央ス
クール（Ｃ）１９～２１
県北小学生インドソフトテニス大会全）８～１７/ＲＥＴＯＲＡＤ
Ａ福島（1/2ＡＢ）１７～１９/福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＢＣ）１
８：３０～２０：３０/スピリッツ（Ａ）１９～２１
忍者ナイン（Ａ）１５～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～
２１/メリット５（1/2ＢＣ）１９～２１

こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２１
福島新体操クラブ（Ａ）１６～１８
シニア車いすバスケ交流大会（全）９～１８
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（Ｂ）１８～２１

すみれ（Ａ）１３～１５/ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３：３
０～１５：３０/福島新体操クラブ（Ａ）１６～１９/こ
みち体操クラブ（Ｂ）１７～２０
平成29年度全国剣道連盟指導者研修会～中学校武道必修 平成29年度全国剣道連盟指導者研修会～中学
に伴う指導法～東北ブロック研修会《国庫補助事業》
校武道必修に伴う指導法～東北ブロック研修会
（全）９～２１
（全）９～２１

ASCパソコン教室（1室窓側）
10～12/13：30～15：30

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
ASC３B体操10～12/ASC太極拳13
～15

ASC水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/新婦人水中ｳｫｰｷﾝ
ｸﾞ（１Ｃ）１０～12/イルカサークル（１Ｃ）１４～１５/医科大学水
泳部（２Ｃ）１８～２０

ASCﾊﾟｿｺﾝ教室（1室窓側）10～
ASCウォーキング（２室）13
12、13：30～15：30/ＡＳＣ理事会（1 ～14
室通路側）１３～１５

リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ASC水中（２C）13～ 第55回福島県高等学校新 ｶﾙﾁｬｰ教室「ｽﾃｷにﾊｰﾊﾞﾘｭｰ
人ハンドボール選手権大会 ﾑ」（２室）１３～１６
15/すいぷか（１Ｃ）１７～２０
９～２１

東北電力鼓響会１３～１６/ＹＭＫＢ 小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２/なかよしｽｲﾐ 第55回福島県高等学校
１８～２１
ﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/ら・なたしおん（１Ｃ）１：３０～ 新人ハンドボール選手
２０：３０
権大会９～２１
サンヨー会９：３０～１１：３０/みな 小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２/めだかクラブ 第55回福島県高等学校
みクラブ１３～１７
（１Ｃ）１０～１２
新人ハンドボール選手
権大会９～１８
リトルビクス１０～１２/ＡＳＣ機能改 ASC水中（２C)10～12/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：
善教室１３～１５
３０

ASCストレッチヨガ10～12/ASC健
康ビクス13～15/福島新体操ｸﾗﾌﾞ
１８～２０
ＹＭＫＢ１４～１７

福島医療生協（１Ｃ）１３～１４/すいぷか（１Ｃ）１７～２
０
福島市水泳連盟（７Ｃ）８～９（５Ｃ）９～１０

ＹＭＫＢ１０～１３

ＱＯＡＡ（２室）９～１７

ＱＯＡＡ（２室）９～１７

ｶﾙﾁｬｰ教室「快適ｷｯﾁﾝの作り
方」（２室）９～１２/ASCﾘﾗｯｸｽﾖ
ｶﾞ（２室）13～15

21

火

ASCパソコン教室（1室窓側）
10～12/13：30～15：30

22

水

福島県サッカー協会（２室）９
～１７

23

木

24

金

25

土

26

日

27

月

28

火

29

水

ASC３B体操10～12/ASC太極拳13 リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ASC水中（２C）13～
～15
15/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/すいぷ
か（１Ｃ）１７～２０
みなみクラブ９～１７/ＹＭＫＢ１８～ 小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２/なかよしｽｲﾐ 全国剣道連盟指導者研修 全国剣道連盟指導者研修会～中
２１
ﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/ら・なたしおん（（１Ｃ）１９：３０ 会～中学校武道必修に伴 学校武道必修に伴う指導法～東
う指導法～東北ブロック研 北ﾌﾞﾛｯｸ研修会
～２０：３０

日

27

月

施設管理課緑地（控①）９～１０/ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ（Ａ）１７～１８/ＩＮ 親子で楽しむ運動教室（全）９～１２
ＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島（1/2ＢＣ）１ ASCラージ卓球（B)13：30～15：30
９～２１

リトルビクス１０～１２/ASC健康体 ASC水中（２C)10～12/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：
操＆ダンス13：30～15：30
３０

28

火
吉井小学校マーチングバンドクラブ（全）１４～１９/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ（1/2 こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２１
ＡＢ）１９～２１/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱ（1/2ＢＣ）１９～２１
福島新体操クラブ（Ａ）１６～１８

ASCストレッチヨガ10～12/ASC健康ビ
クス13～15/福島新体操ｸﾗﾌﾞ１８～２０

修会９～２１
全国剣道連盟指導者研修
会～中学校武道必修に伴
う指導法～東北ブロック研
修会９～２１

すいぷか（１Ｃ）１７～２0

吉井小学校マーチングバンドクラブ（全）１２～１７/ＲＥＴＯＲ ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/福島ﾎﾞｯﾁｬ愛 ASC太極拳10～12/ASCポルドブ ASC水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/医科大学水
好会（Ａ）１８～２１/ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（Ｂ）１８～２ ラ14：30～16：30
泳部（２Ｃ）１８～２０
１
★次回サービスデーは１２月１７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、庭球場、サイクル広場）

30

少林寺拳法福島県研修会
（2室）９～１６
ASCリラックスヨガ（２室）13
～15

あづまｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（１Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７
～２０

26

水

第35回福島県中学生新人ﾊﾞﾄﾞ
ﾐﾝﾄﾝ大会（2室）８～１８
市町村支援機構研修課（２室）
９～１３

ｶﾙﾁｬｰ教室「ｱﾛﾏﾘﾝﾊﾟｽﾄﾚｯ
ﾁ」（２室）１３～１６

ASCストレッチヨガ10～12/ASC健康ビ
クス13～15/ジャド卓球クラブ１８～２０

平成29年度全国剣道連盟指導者研修会～中学校武道必修 平成29年度全国剣道連盟指導者研修会～中学 ダンスサークルＪ１０～１２/福島新 福島市水泳連盟（７Ｃ）８～９（５Ｃ）９～１０/小学生初
に伴う指導法～東北ブロック研修会《国庫補助事業》
校武道必修に伴う指導法～東北ブロック研修会 体操ｸﾗﾌﾞ１３～２１
心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２/ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ福島
（全）９～２１
（全）９～２１
（１Ｃ）１０～１２

29

宿泊施設

2

金 （全）８～２１

水

和室研修室

水

3

22

会議室

1

木

9

研修室

福島県高校新人大会体操競技・
新体操（準備）（2室）８～２１
福島県高校新人大会体操競技・
新体操（2室）８～２１

2

木

室内プール

福島県高校新人大会体操競技・
新体操（準備）（2室）８～２１
福島県高校新人大会体操競技・
新体操（2室）８～２１

水

水

体育室
ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

あづまｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（１Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７～２０/
ﾋﾟｭｱｽﾎﾟｰﾂ福島南ｽｲﾐﾝｸﾞ（３Ｃ）１８：３０～２０：３０
ASC太極拳10～12/ASCピラティス12： ASC水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/新婦人水中ｳｫｰｷﾝ
30～14：30/ASCポルドブラ14：30～16： ｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/医科大学水泳部（２Ｃ）１８～２０/ﾋﾟｭｱｽﾎﾟｰ
30/福島ﾎﾞｯﾁｬ愛好会１８～２１
ﾂ福島南ｽｲﾐﾝｸﾞ（２Ｃ）１８：３０～２０：３０

1

8

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

１１月

木 ＡＤＡ福島（1/2ＢＣ）１９～２１/スピリッツ（Ａ）１９～２１

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。

（2室）９～２１
全国剣道連盟指導者研修会～中 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ福島（１室）
学校武道必修に伴う指導法～東 ９～１０
北ﾌﾞﾛｯｸ研修会
（2室）９～２１

ＡＳＣ機能改善教室（２室）１
３～１５

ｶﾙﾁｬｰ教室「ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄでｸﾘｽﾏｽ」
（２室）９～１２/ＡＳＣﾊﾟｿｺﾝ教室（1
室窓側）１３：３０～１５：３０

ASCパソコン教室（1室窓側）
10～12/13：30～15：30

ASC手芸（２室）10～
30 木
12/ASCウォーキング（２室）
13～14日現在（内容は変更することがあります）
※１０月１８

１１月

2017
その他
清水小学校

1

金 （ﾒｲﾝｷﾞｬﾗﾘｰ）11：30～12：30

2

土

民家園

せせらぎ桜の広場

清水小学校
10～10：30

日

4
5
6

月

7

木

8

金

9

土

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

１２月

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

第２多目的広場 スポーツイベント広場 ミニ多目的広場

庭球場

ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
（屋内１塁）１９～２１

体験行事『わら細工』 西木球クラブ親善大会
/茅葺き関係事業
（AC面）８～１３

3

あづま球場

あづま総合運動公園月間行事予定表

森の楽校「ウェルカムリース作り」
（会議室３塁）９～１７
附中クラブ（屋内１塁）１０～１３
信夫野球会（屋内３塁）１０～１２
Ｎｅｗｉｎｼﾆｱ（屋内１塁）１３～１５
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

1

金

2

土

3

日

4
5
6

月

7

木

8

金

9

土

10

日

11
12
13

月

株式会社エンルートＭ’ｓ
９～１７

14

木

株式会社エンルートＭ’ｓ
９～１７

15

金

16

土

17

日

18
19
20

月

21

木

22

金

23

土

24

日

25
26
27

月

28

木

29
30
31

金

福島地方環境事務所
９～１７
福島地方環境事務所
９～１７

J3リーグ第３４節(準備)
J3リーグ第３４節
「福島ユナイテッドＦＣ対グ
ルージャ盛岡」

佐藤
１０～１２

テニ研スポーツ少年団（１面）９～１
２/福島ＳＴクラブ（２面）９～１２
福島東高校テニス部（２面）９～１５

佐藤
１０～１２

火
福島リトルシニアチーム
（屋内１、３塁）１９～２１
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
福島リトルシニア保護者会
（屋内３塁）１９～２１
ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
（屋内１塁）１９～２１

水

福島市ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ協会
（木陰広場）9：30～11：30

10

日

11
12
13

月

14

木

15

金 体育室）10～11：30/民友ﾉﾙ

16

土

西木球クラブ親善大会
附中クラブ（屋内1塁）１０～１３
（予備日）（AC面）８～１３ Ｎｅｗｉｎｼﾆｱ（屋内３塁）１３～１５
庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団
（屋内１塁）１６～１８
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

福島スポーツネット
９～１６

第２０回あづま荒川クロスカン
トリー大会（準備）7～17

福島スポーツネット
９～１６

第２０回あづま荒川クロスカン
トリー大会7～15

テニ研スポーツ少年団（１面）９～１
２/福島東高校テニス部（３面）９～１
２（４面）１２～１６
福島東高校テニス部（４面）９～１６

火
福島リトルシニアチーム
（屋内１、３塁）１９～２１
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
福島リトルシニア保護者会
（屋内３塁）１９～２１
ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
（屋内１塁）１９～２１

水

北信学習ｾﾝﾀｰ（軽運動、幼児
ﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ教室（園路）13～15

★サービスデー★

17

日

18
19
20

月

だるま展示
（～2/24まで）
だるま絵付体験会
年中行事『正月迎え』

福島市水泳連盟
（会議室1室）９～１１
附中クラブ（屋内１塁）１０～１３
信夫野球会（屋内３塁）１０～１２
庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団
（屋内１塁）１６～１８
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

福島スポーツネット
９～１６

福島市陸上競技協会
（室内走路）９～１２

福島スポーツネット
９～１６

福島ユナイテッドＦＣジュニア
リーグ戦９～１７
福島市陸上競技協会
（室内走路）９～１２

水

21

木

22

金

23

土

24

日

25
26
27

月

28

木

29
30
31

金 12/29～1/3
土

「天皇誕生日」

附中クラブ（屋内１塁）１０～１３

株式会社エンルートＭ’ｓ
９～１７
株式会社エンルートＭ’ｓ
９～１７
福島スポーツネット
９～１６
福島スポーツネット
福島市陸上競技協会
９～１６
（室内走路）９～１２
相馬農業高校
９～１５

水

火
水

★サービスデー★
安積高校テニス部（４面）９～１６

火
福島リトルシニアチーム
（屋内１、３塁）１９～２１
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
福島リトルシニア保護者会
（屋内３塁）１９～２１
県民カレッジ（会議室１、３塁）９～１４
ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内３塁）１９～２１
ＦＰクラブ（屋内３塁）９～１１

火

安積高校テニス部（４面）９～１３
相馬農業高校
９～１５

火
水
福島リトルシニア保護者会
（屋内３塁）１９～２１
年末年始のためお休み

日

★次回サービスデーは１２月１７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、庭球場、サイクル広場）
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。

火
水

火
水

土
日

※１1月20日現在（内容は変更することがあります）
12月

あづま総合体育館月間行事予定表
メインアリーナ

サブアリーナ

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

１２月
体育室

室内プール

金

うつくしまふくしま福島県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第15回全国ｽﾎﾟｰﾂ少 すみれ(A)１３～１５/うつくしまふくしま福島県小学生ﾊﾞ
年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大会（準備）（全）１８～２１/メリット５（1/2ＡＢ） ﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第15回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰ
１８～２０/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１８～２０/ＳＢスポーツクラブ（1/2ＡＢ） ﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大会（準備）（全）１８～２１
２０～２１

ASC３B体操１０～１２/ASC太極 リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３
拳１３～１５/ＡＳＣ太極拳研究会 ASC水中（２C)１３～１５
１５～１６/忍者ナイン１６～１９
すいぷか（１Ｃ）１７～２０

土

うつくしまふくしま福島県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第15回全国 うつくしまふくしま福島県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会兼
ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大会（全）７～２１
第15回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大
会（全）７～２１

福島県小学生ﾊﾞﾚｰ選手権大会兼第15回
全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福
島県大会８～９/福島陳式太極拳同友会１
０～１３/ＹＭＫＢ１８～２１

3

日

うつくしまふくしま福島県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第15回全国ｽﾎﾟｰﾂ少 うつくしまふくしま福島県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会兼 少林寺拳法福島県研修会
年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大会（全）７～１８/メリット5（1/2AB)１８～２０ 第15回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大 ９～１６
/INNOVATION.FC（1/2BC)１８～２０/SBスポーツクラブ（1/2AB)２０～２１
会（全）７～１８

4

月

吉井田小学校マーチングバンド部（全）１３～１８/SBスポーツクラブ（1/2AB）１ 親子で楽しむ運動教室（全）９～１２/ASC生き生き健康（A）１３： リトルビクス１０～１２/ｶﾙﾁｬｰ教
８～１９/RETORADA福島JFC（1/2AB）１９～２１/INNOVATION.FC（1/2BC)１９ ３０～１５：３０/ASCラージ卓球（B)１３：３０～１５：３０
室「ルーシーダットン」１２～１６
～２１

5

火

1
2

6

水

吉井田小学校マーチングバンド部（全）１３～１８/RETORADA福島
JFC（1/2AB)１９～２１/NFCビバーチェジュニアユース（1/2BC)１９～
２１
鳥川サッカースポーツ少年団（1/2ＢＣ）１７～１９/福島Ｊｒハンドボー
ルクラブ（1/2AB)１８：３０～２０：３０/ＮＦＣビバーチェ（1/2BC)１９～２
１

福島新体操クラブ（A)１６～１８
こみち体操クラブ（B)１６～１８（全）１８～２０

ASCストレッチヨガ１０～１２/ASC
健康ビクス１３～１５/福島新体操
クラブ１８～２０
ASC生き生き（B)１０～１２/ASCラージ卓球（B)１３：３０～ ASC太極拳１０～１２/ASCピラ
１５：３０/福島新体操クラブ（B)１６～２１
ティス１２：３０～１４：３０/ASCポ
ルドブラ１４：３０～１６：３０

忍者ナイン（A)１５～１９/ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（A)１９～２１

すみれ（A)１３～１５

7

木

8

金 /INNOVATION.FC（C)１９～２１/清水サッカースポーツ少年団（B)１９ /福島新体操クラブ（B)１６～２１

9

～２１

土

ｻﾝﾄﾘｰｶｯﾌﾟ第14回全国小学生ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ選手権大会福島県予選大会第12回
福島県ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会（全）８～１６/メリット5（1/2AB)１６～１８
/INNOVATION.FC（1/2BC)１６～１８/第13回うつくしまウィンターカップ（ﾄﾞｯｼﾞ
ﾎﾞｰﾙ）（準備）（全）１８～２１
第13回うつくしまウィンターカップ（ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ）（全）７：３０～１７：３０/福島Ｊｒハ
ンドボールクラブ（1/2AB)１８：３０～２０：３０/INNOVATION.FC（1/2BC)１８～２
０

大野ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（１
室）１９～２０/小名浜西ﾘﾄﾙﾌ
ﾛｯｸﾞｽ（1室）１９～２０

2

土

少林寺拳法福島県研修
会（２室）９～１６

3

日

ASCリラックスヨガ（2室）１
３：３０～１５：３０

4

月

5

火

6

水

7

木

8

金

9

土

10

日

11
12

月

ASCパソコン教室（1室）10～ ASCウォーキング（2室）１
12/13：30～15：30
３～１５

施設管理課

ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島（２室）
１０～１５

野田小学校マーチングバンドクラブ（全）１４～１９/INNOVATION.FC ASC生き生き健康（A）１３：３０～１５：３０/ASCラージ卓
球（B)１３：３０～１５：３０/こみち体操クラブ（B)１７～２０

リトルビクス１０～１２/ASC健康
体操＆ダンス１３：３０～１５：３０

ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２
すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：３０

ASCリラックスヨガ（2室）１
３：３０～１５：３０

吉井田小学校マーチングバンド部（全）１４～１９/南福島アウルズ（1/2BC)１９ 福島新体操クラブ（A)１６～１８
～２１/あづまガールズサッカースクール（1/2ＡＢ）１９～２１
こみち体操クラブ（B)１６～１８（全）１８～２０

あづまｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（１Ｃ）１３～１５
福島医療生協（１Ｃ）１３～１４
すいぷか（１Ｃ）１７～２０
ASC水中（1C)１０～１２（２Ｃ）１５～１７/イルカサーク
ル（１Ｃ）１４～１５/遠藤様（１Ｃ）１６：３０～１７：３０/医
大水泳部（２Ｃ）１８～２０
ASC３B体操１０～１２/ASC太極 リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３
拳１３/ＡＳＣ太極拳研究会１５～ ＡＳＣ水中（２Ｃ）１３～１５
すいぷか（１Ｃ）１７～２０
１６

月 （1/2AB)１９～２１/RETORADA福島JFC（1/2BC)１９～２１
火

13

水

14

木

15

金 /INNOVATION.FC（C)１９～２１/清水サッカースポーツ少年団（B)１９

16

土

ハンドボール体験会（全）１８～２１
忍者ﾅｲﾝ（A)１５～１９/ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（A)１９～２１

ASCパソコン教室（1室）10～ ｶﾙﾁｬｰ教室「骨盤体操」
12/13：30～15：30
（２室）１３～１６

13

水

ASCパソコン教室（1室）10～ ｶﾙﾁｬｰ教室「ノエルオー
12/13：30～15：30
ナメント」（２室）９～１２

14

木

すみれ（A)１３～１５

ｶﾙﾁｬｰ教室「ｷｬﾝﾄﾞﾙﾗｲﾄ」（２室）９
～１２/福島民友新聞社（２室）１３
～１５

15

金

16

土

17

日

18

月

19

火

20

水

21

木

22

金

23

土

ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講習 冬のキッズフェスタ（２室）
会（２室）９～２１
９～１９

24

日

福島県スポーツ少年団ジュニア
リーダースクール(２室）９～２１

25

月

26
27
28
29
30
31

火

福島県障がい者スポーツ指導者協議会県北スポーツ教
室（全）８～１３/こみち体操クラブ（全）１３～２１
平成29年度うつくしまｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞ発掘事業第2・3ｽﾃｰｼﾞ修了式および第2ｽﾃｰ こみち体操クラブ（全）９～１７
ｼﾞ宿泊ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（全）９～１７/メリット5（1/2AB)１７～１９/INNOVATION.FC
渡利男子バレーボールクラブ（B)１７～２０

日

18

月 ～２１/RETORADA福島JFC（1/2BC）１９～２１

19

火

（1/2BC)１７～１９/吾妻中学校ソフトテニス部（AB)１９～２１

みなみクラブ
９～１７
ダンスサークルＪ
１０～１２

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

★サービスデー★
福島市水泳連盟（７Ｃ）８～９（５Ｃ）９～１０/めだかク
ラブ（１Ｃ）１０～１２/すいぷか（１Ｃ）１０～１４

平成29年度うつくしまｽﾎﾟｰ
ﾂｷｯｽﾞ発掘事業９～２１
平成29年度うつくしまｽﾎﾟｰ
ﾂｷｯｽﾞ発掘事業９～１７

平成29年度うつくしまｽﾎﾟｰﾂ
ｷｯｽﾞ発掘事業（２室）９～２１
平成29年度うつくしまｽﾎﾟｰﾂ
ｷｯｽﾞ発掘事業（２室）９～１７

平成29年度うつくしまｽﾎﾟｰﾂ
ｷｯｽﾞ発掘事業（２室）９～２１
平成29年度うつくしまｽﾎﾟｰﾂ
ｷｯｽﾞ発掘事業（２室）９～１７

リベルタサッカースクール（A)１７～１８/INNOVATION.FC（1/2AB)１９ ASCラージ卓球（B)１３：３０～１５：３０

リトルビクス１０～１２/ASC生き
生き健康１３：３０～１５：３０

ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２
すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：３０

ｶﾙﾁｬｰ教室「ﾊｰﾊﾞﾘｭｰﾑ」（２室）９ ASCリラックスヨガ（2室）１
～１２/ｶﾙﾁｬｰ教室「臨床美術」（２ ３：３０～１５：３０
室）１３～１６

福島新体操クラブ（A)１６～１８
こみち体操クラブ（B)１６～１８（全）１８～２０

ASCストレッチヨガ１０～１２/ASC健康ビク
ス１３～１５/福島新体操クラブ１８～１９/Ｉ
ＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ１９～２０

あづまｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（１Ｃ）１３～１５
すいぷか（１Ｃ）１７～２０

ASCパソコン教室（1室）10～12、
13：30～15：30/ｶﾙﾁｬｰ教室「英会
話」（1室）９～１2

ASC生き生き（B)１０～１２/ASCラージ卓球（B)１３：３０～１５：３０ ASC太極拳１０～１２/ASCピラティス１ 新婦人水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/ＡＳＣ水中（１Ｃ）
/福島新体操クラブ（B)１６～１/RETORADA福島JFC（全）１９～２ ２：３０～１４：３０/ASCポルドブラ１４： １０～１２（②Ｃ）１５～１７/遠藤様（１Ｃ）１６：３０～１
１
３０～１６：３０
７：３/医大水泳部（２Ｃ）１８～２０
すみれ（A)１３～１５
ASC３B体操１０～１２/ASC太極 リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/水保水中（１Ｃ）１３
福島新体操クラブ（B)１６～２１
拳１３/ＡＳＣ太極拳研究会１５～ ～１４/ＡＳＣ水中（２Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７
～２０
１６
福島県武術太極拳連盟県連第6回レベルアップ研修会(福島中 みなみクラブ
福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
通り地区)（全）１０～１７
９～１７
（全）７～１０（４Ｃ）１４～１９
冬のキッズフェスタ（準備）（全）１７～２１
福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿（全）７～１０
冬のキッズフェスタ（全）９～１９
冬のキッズフェスタ９～１９
（４Ｃ）１４～１９/トライアスロンアカデミー福島（３Ｃ）１
福島新体操クラブ（B)１９～２１
０～１２/すいぷか（１Ｃ）１０～１４
福島県スポーツ少年団ジュニアリーダースクール(県北 福島新体操クラブ９～１２/ASC 福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿（全）７～１０
会場)（全）９～２１
健康体操＆ダンス１３：３０～１５： （４Ｃ）１４～１９
ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２
３０
福島県スポーツ少年団ジュニアリーダースクール(県北会場)
福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
（全）９～２１
（全）７～１０/１４～１９

20

水

あづまガールズサッカースクール（1/2ＡＢ）１９～２１
清水サッカースポーツ少年団（Ｃ）１９～２１

21

木

鳥川サッカースポーツ少年団（1/2ＢＣ）１７～１９/福島Ｊｒハンドボールクラブ
（1/2AB)１８：３０～２０：３０/NFCビバーチェジュニアユース（1/2BC)１９～２１

22

金 カースポーツ少年団（Ｃ）１９～２１

23

土

24

日

25

月

26
27
28
29
30
31

火 帝京安積高等学校（全）９～１８

忍者ナイン（A)１５～１９/INNOVATION.FC（A)１９～２１/清水サッ
ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講習会（全）９～２１
ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講習会（全）９～２１

帝京安積高等学校（全）９～１８/RETORADA福島JFC（1/2AB)１９～２１
/INNOVATION.FC（1/2BC)１９～２１/施設管理課緑地（控①）９～１０

帝京安積高等学校（全）９～１８/INNOVATION.FC（A)１９～２１/ＮＦＣビバー
チェ（C)１９～２１/NFCビバーチェジュニアユース（B)１９～２１

火

ASCストレッチヨガ１０～１２/ASC健康
ビクス１３～１５/福島新体操クラブ１８
～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ１９～２０
ASC生き生き（B)１０～１２/ASCラージ卓球（B)１３：３０～ ASC太極拳１０～１２/ASCピラティス１
２：３０～１４：３０/ASCポルドブラ１４：
１５：３０/福島新体操クラブ（B)１６～２１
３０～１６：３０

～２１
平成29年度うつくしまｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞ発掘事業第2・3ｽﾃｰｼﾞ修了式およ
び第2ｽﾃｰｼﾞ宿泊ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（全）９～２１

17

金
土
日

金

ASCパソコン教室（1室）10～
12/13：30～15：30

新婦人水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/ＡＳＣ水中（１Ｃ）
１０～１２（２Ｃ）１５～１７/イルカサークル（１Ｃ）１４～
１５/遠藤様（１Ｃ）１６：３０～１７：３０/医大水泳部（２
Ｃ）１８～２０
ASC３B体操１０～１２/ASC太極拳１３ リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/水保水中（１Ｃ）１３
/ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６
～１４/ＡＳＣ水中（２Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７
～２０

宿泊施設

1

福島陳家溝太極拳道友会（２室）１２：
３０～１３：３０/福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
（２室）１６：３０～１８：３０

11
12

県北バドミントン協会ジュニア指導部小中学生交流研修大会
（全）８～１８
福島新体操クラブ（B)１８～２１

福島県小学生ﾊﾞﾚｰ選手権大
会兼第15回全国ｽﾎﾟ少ﾚｰ交流
大会県大会７～１８

あづまｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（１Ｃ）１３～１５
すいぷか（１Ｃ）１７～２０

県北バドミントン協会ジュニア指導部小中学生交流研修 福島陳式太極拳同友会１０～１３ なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０
大会（全）８～１８
/東北電力鼓響会１３～１６/福島 ら・なたしおん（１C）１９：３０～２０：３０
YMKB（B)１８～２１
陳家溝太極拳道友会１７～１９

和室研修室

福島市水泳連盟（７Ｃ）８～９（５Ｃ）９～１０/トライアス 施設管理課
ロンアカデミー福島（３Ｃ）１０～１２/すいぷか（１Ｃ）１
０～１４

日

木

福島市水泳連盟（７Ｃ）８～９（５Ｃ）９～１０/トラ
イアスロンアカデミー福島（２Ｃ）１３：３０～１５：
３０
ASC水中（２C)１０～１２
すいぷか（１Ｃ）１７～２０

会議室

福島陳家溝太極拳道友会
９～１６

10

水

トライアスロンアカデミー福島（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

研修室

福島県小学生ﾊﾞﾚｰ選手権
大会兼第15回全国ｽﾎﾟ少
ﾚｰ交流大会県大会（準
備）１８～２１
福島県小学生ﾊﾞﾚｰ選手権 福島県水泳連盟
大会兼第15回全国ｽﾎﾟ少 （２室）９～１６
ﾚｰ交流大会県大会７～２
１

福島県スポーツ少年団ジュニアリーダースクール(県北
会場)（全）９～２１
帝京安積高等学校（全）９～１８/福島Ｊｒハンドボールクラブ（1/2AB) FUYOクラブ（全）９～１２/みなみクラブ（B)１２～１６/ASC
１８：３０～２０：３０/ＮＦＣビバーチェ（1/2BC)１９～２１
ラージ卓球（B)１３：３０～１５：３０
年末年始のためお休み12/29～1/3

ASCストレッチヨガ１０～１２
ASC健康ビクス１３～１５
福島新体操クラブ
９～１２

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

福島県武術太極拳連盟県 ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講習 福島県武術太極拳連盟県連
連第6回レベルアップ研修 会（２室）９～２１
第6回レベルアップ研修会（２
会１０～１７
室）１０～１７

冬のキッズフェスタ
９～１９

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
（全）７～１０（４Ｃ）１４～１９
福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
（全）７～１０（４Ｃ）１４～１９

★次回サービスデーは１２月１７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、庭球場、サイクル広場）
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。

福島県スポーツ少年団ジュニア
リーダースクール(２室）９～２１
福島県スポーツ少年団ジュニア
リーダースクール(２室）９～２１

水
木
金
土
日

※１1月20 日現在（内容は変更することがあります）
12月

