2017
その他

1
2

木

3

土

「だるま絵付け体験」
（12/16～2/24）
渡利小学校

金

4

日

5
6

月

8

木 （ｽﾎﾟｲﾍﾞ法面）９：３０～１１

9

金 （軽運動室、幼児体育室）

東浜保育所

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ

補助陸上競技場

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

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
上信設備ＳＢＣ（屋内３塁）１９～２１
福島スポーツネット
９～１６

福島市陸上競技協会
（トラック・室内走路）９～１２

福島スポーツネット
９～１７

福島陸上競技協会
（室内走路）９～１２
バラ愛好会
（会議室全室）１２～１６

飯野おひさま保育所
１０～１１
公園の達人（会議室１、３塁）９～１７
福島清水野球クラブ（屋内１塁）１０～１２/飯坂温泉野球クラブ（屋
内３塁）１０～１２/福島ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ野球協会（屋内１塁）１２～１４（屋内
３塁）１５～１７/ＦＰクラブ（屋内３塁）１３～１５/附中クラブ（屋内１
塁）１４～１７/福島ﾌﾟﾚｲﾔｰｽﾞ（屋内１塁）１８～２１ＮＫ-Ｓｔｙｌｅ（屋内３
塁）１９～２１
公園の達人（会議室１、３塁）９～１７
トーホー産業㈱（屋内１塁）９～１２/福島ＧＳ（屋内３塁）１０～１２/
福島のだまクラブ（屋内１、３塁）１２～１５/Ｎｅｗｉｎシニア（屋内3塁）
１５～１７/信夫大森野球クラブ（屋内1塁）１５～１８/福島キャッツア
イ（屋内３塁）１７～２０/ＪＡ新ふくしま未来野球部（屋内１塁）１８～
２１
福島市役所ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部（屋内１塁）１９～２１

土

11

日

12
13

月

「振替休日」

福島スポーツネット
９～１６

福島スポーツネット
９～１６

福島市陸上競技協会
（トラック・室内走路）９～１２

水

15
16

木

附属小学校２年
（ﾄﾘﾑ）９：１０～１１：３０

福島スポーツネット
９～１６

飯坂温泉野球クラブ（屋内３塁）１０～１２
福島市役所野球部（屋内３塁）１８～１９
スカイライン福島（屋内１塁）１９～２１
ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内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

金
医大準硬式野球部（屋内１、３塁）９～１２/福島清水野球クラブ（屋
内１塁）１２～１４/飯坂温泉野球クラブ（屋内３塁）１２～１４/附中ク
ラブ（屋内１塁）１４～１７/Ｎｅｗｉｎシニア（屋内３塁）１４～１６/ＦＰク
ラブ（屋内３塁）１６～１８/ＮＫ-Ｓｔｙｌｅ（屋内１塁）１９～２１/ベーブ
ルース（屋内３塁）１９～２１
森の楽校「森の動物を作ろう」会議室③）９～１７
ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内１塁）９～１２/福島ＧＳ（屋内３塁）１０～１２/
福島硬友クラブ（屋内１、３塁）１２～１５/福島のだまクラブ（屋内１、
３塁）１５～１８/ＪＡ新ふくしま未来野球部（屋内１塁）１８～２１
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
福島市役所ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部（屋内３塁）１９～２１

土

18

日

19
20

月

福島スポーツネット
９～１６

福島スポーツネット
９～１６

福島市陸上競技協会
（トラック・室内走路）９～１２

福島陸上競技協会
（室内走路）９～１２

火

21

水

22
23

木

飯坂温泉野球クラブ（屋内３塁）１０～１２
福島市役所野球部（屋内３塁）１８～１９
スカイライン福島（屋内１塁）１９～２１
ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内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
福島市役所ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部（屋内１塁）１９～２１

金
土

25

日

26
27

月

年中行事『おひなさ
ま』体験行事『おりが
み』

医大準硬式野球部（屋内１、３塁）９～１２/福島清水野球ｸﾗﾌﾞ（屋内
１塁）１２～１４/ＦＰクラブ（屋内３塁）１３～１５/附中クラブ（屋内１
塁）１４～１７/Ｎｅｗｉｎシニア（屋内３塁）１５～１７/ﾋﾟｰﾁﾊﾟﾜｰｽﾞ（屋内
１塁）１８～２１/ＮＫ-Ｓｔｙｌｅ（屋内３塁）１９～２１
福島のだまクラブ（屋内１、３塁）９～１２/福島硬友クラブ（屋内１、３
塁）１２～１５/信夫大森野球クラブ（屋内１塁）１５～１８/福島ＧＳ
（屋内３塁）１５～１７/信夫野球会（屋内３塁）１７～１９/ＪＡ新ふくし
ま未来野球部（屋内１塁）１８～２１
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
（トラック・室内走路）９～１２

福島東高校ﾃﾆｽ部
（２面）９～１３

福島スポーツネット
９～１６

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ福島
（室内走路）９～１２

福島東高校ﾃﾆｽ部
（２面）９～１３

火
水

1
2

木

3

土

4

日

5
6

月

7

水

8

木

9

金

10

土

11

日

12
13

月

14

水

15
16

木

17

土

18

日

19
20

月

21

水

22
23

木

24

土

25

日

26
27

月

28

水

金

火

福島陸上競技協会
（室内走路）９～１２

火

14

28

軟式野球場

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

飯坂温泉野球クラブ（屋内３塁）１０～１２
福島市役所野球部（屋内３塁）１８～１９
スカイライン福島（屋内１塁）１９～２１
ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内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

「建国記念の日」

24

あづま球場

２月

火
水

17

せせらぎ桜の広場

福島清水野球クラブ（屋内１塁）１０～１２/飯坂温泉野球クラブ（屋
内３塁）１０～１２/附中クラブ（屋内１塁）１４～１７/Ｎｅｗｉｎシニア
（屋内３塁）１５～１７/ﾋﾟｰﾁﾊﾟﾜｰｽﾞ（屋内１塁）１８～２１/ＮＫ-Ｓｔｙｌｅ
（屋内３塁）１９～２１
福島のだまクラブ（屋内１、３塁）９～１２/福島硬友クラブ（屋内１、３
塁）１２～１５/福島ＧＳ（屋内３塁）１５～１７/信夫大森野球クラブ
（屋内１塁）１５～１８/信夫野球会（屋内３塁）１７～１９/ＪＡ新ふくし
ま未来野球部（屋内１塁）１８～２１
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
福島市役所ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部（屋内３塁）１９～２１

7

10

民家園

あづま総合運動公園月間行事予定表

飯坂温泉野球クラブ（屋内３塁）１０～１２
福島市役所野球部（屋内３塁）１８～１９
スカイライン福島（屋内１塁）１９～２１
ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内３塁）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。

火

金

火

金

火

※１月１７日現在（内容は変更することがあります）
２月

あづま総合体育館月間行事予定表
メインアリーナ
ＡＳＣテニス（ＢＣ）１０～１２

サブアリーナ
ASC生き生き（B)１０～１２

1

ASCラージ卓球（B)１３：３０～１５：３０
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
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１

2

金

3

土 ０、１４～１６/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（全）１６～２１

4

日

5
6
7

月

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（Ａ）１９～２１
福島スポーツネット（Ｂ）１９～２１
スピリッツ（Ｃ）１９～２１

すみれ（Ａ）１３～１５

ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講習会（全）１０：３０～１２：３

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

２月

体育室
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
ASC3B10～12
ASC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６

室内プール

東北送配電サービス（全）９～１６/福島新体操愛好会
（Ａ）１６～１９/福島新体操クラブ（Ｂ）１６～１９/野田ス
ポーツ少年団（全）１９～２１
ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講習会（全）８：３０～１２：３０、 野田スポーツ少年団（全）９～１２/チームＳ（Ｂ）１２～１
１４～１６/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（全）１６～２１
４/ＦＵＹＯクラブ（全）１４～１７/福島新体操クラブ（Ｂ）１
７～２１
ASCテニス（BC)１０～１２
ASCラージ卓球（B)１３：３０～１５：３０
福島スポーツネット（全）１７～２１
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（全）１９～２１

みなみクラブ９～１７
Ｉ＆Ａ１８～２１

ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ａ）１９～２１
清水ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団（Ｂ）１９～２１
ASCテニス（BC)１０～１２
ハンドボール体験会（全）１８～２１

ASCストレッチヨガ10～12/ASC健康ビ すいぷか（１Ｃ）１７～２０
クス13～15/福島新体操ｸﾗﾌﾞ１７～２０

サンヨー会９:３０～１１:３０
リトルビクス１０～１２
ASC生き生き13：30～15：30

研修室

ASC水中（２Ｃ）１０～１２、１５～１７/新婦人水中
利用者会議
ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/イルカサークル（１Ｃ）１４
～１５/すいぷか（１Ｃ）１５：３０～１６：３０/バタフライ
（１Ｃ）１６：３０～１７：３０
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３
ASC水中（２C)１３～１５
すいぷか（１Ｃ）１７～２０

会議室

和室研修室

ASCパソコン教室（1室）10 ASCウォーキング
～12、13：30～15：30/事業 （2室）13～15
運営課（１室）１２～１７

ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０

ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成
講習会（２室）９～１１、１５：
３０～１６：３０、１９～２１
トライアスロンアカデミー福島（２Ｃ）１０～１２/ 福島県サッカー協会 ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成
すいぷか（１Ｃ）９～１３
９～１７
講習会（２室）１５：３０～１
６：３０
ASC水中（２C)１０～１２
すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：３０

1

木

渡利小学校
（２室）１１～１３

2

金

ＱＯＡＡ
（２室）１４～１７

3

土

ＱＯＡＡ
（２室）９～１７

4

日

5
6
7

月

8

木

9

金

10

土

ASCリラックスヨガ
（2室）13～15

火
水

こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２１

ASCパソコン教室（1室）10
～12/13：30～15：30
ASCパソコン教室（1室）10
～12/13：30～15：30

火
水

ASC生き生き（B)１０～１２
ASCラージ卓球（B)１３：３０～１５：３０
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島（全）１９～２１
忍者ナイン（Ａ）１５～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（Ａ）１９ すみれ（Ａ）１３～１５
～２１/福島スポーツネット（Ｂ）１９～２１/スピリッツ（Ｃ）
１９～２１
第12回県北小学生ドリームバレーボール交流大会
東北送配電サービス（全）９～１６/お情け無用１５０分
（全）８～１７/福島スポーツネット（全）１７～２１
立切り試合(準備）（全）１７～２１

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
ASC3B10～12
ASC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６
福島新体操ｸﾗﾌﾞ９～１２
公園の達人１９～２１

ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２、１５～１７
すいぷか（１Ｃ）１５：３０～１６：３０
バタフライ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/水保水中
ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/ＡＳＣ水中（２
Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７～２０
トライアスロンアカデミー福島（４Ｃ）１４～１６/ 第12回県北小学生ﾄﾞﾘｰ 福島県サッカー協会
ﾑﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会８ （２室）９～１７
ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（Ａ）１８～２０

お情け無用１５０分立切り試合
（全）７～１６

お情け無用１５０分立切り試合
８～１６

トライアスロンアカデミー福島
（４Ｃ）１０～１２、１５～１７

お情け無用１５０分立切り試合 お情け無用１５０分立切り
（２室）８～１５/米沢駅伝ﾁｰﾑ 試合（２室）８～１５
（２室）１６～１８

11

日

ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講習会（全）１０：３０～１２：３

ASC生き生き（A)１３：３０～１５：３０

Ｌｅ’ａＨｏａ ９～１２

トライアスロンアカデミー福島（７Ｃ）８～９（４Ｃ）９～
１０/ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２/めだかｸﾗﾌﾞ（１Ｃ）１０
～１２/すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：３０

ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成
講習会（２室）９～１１、１５：
３０～１７：３０

12

月

13

火

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

すいぷか（１Ｃ）１７～２０

ASCパソコン教室（1室）10～ 附属小学校
12、13：30～15：30/ｶﾙﾁｬｰ教 （２室）１１:３０～１２:３０
室「ｶｰﾋﾞﾝｸﾞ」（１室）９～１２/附
属小学校（２室）１２～１３

14

水

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
ASC3B10～12
ASC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６

新婦人水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/ＡＳＣ水
中（２Ｃ）１０～１２、１５～１７/すいぷか（１Ｃ）１
５：３０～１６：３０/バタフライ（１Ｃ）１７～１８
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３
ASC水中（２C)１３～１５
すいぷか（１Ｃ）１７～２０
小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２
ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０

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

15

木

16

金

17

土

18

日

19
20

月

21

水

22

木

23

金

24

土

25

日

26

月

27
28

火

8

木

9

金

10

土

11

日 吾妻中学校ソフトテニス部（ＢＣ）１８～２１

12

月 ０、１４～１６/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１８～２１/ ASCラージ卓球（B)１３：３０～１５：３０

13

火

足猿（Ｃ）１９～２１

福島新体操クラブ（Ｂ）１６～２１

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

こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２１

14

水

15

木 １/ＮＥＦﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ｂ）１９～２１/スピリッツ

16

金

17

土

18

日 （全）９～２１

19
20

月

21

水 あづまガールズサッカースクール（1/2ＡＢ）１９～２１

22

木

23

金

24

土

ASCテニス（BC)１０～１２/ＮＦＣビバーチェ（Ａ）１９～２ ASC生き生き（B)１０～１２/ASCラージ卓球（B)１３：３０
～１５：３０/こみち体操クラブ（全）１６～１７/ＴＥＡＭ Ｅ
（Ｃ）１９～２１
ＡＲＴＨ（全）１８～２１
あづまＵ－１２ガールズフットサルフェスティバル（準
すみれ（Ａ）１３～１５/忍者ナイン（Ａ）１５～１９/福島新
備）（全）１８～２１
体操クラブ（Ｂ）１６～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（全）１９
～２１
東北送配電サービス（全）９～１６/㈱こども体育研究所（Ｂ）１
あづまＵ－１２ガールズフットサルフェスティバル
６～１８/福島新体操クラブ（Ａ）１６～１９/ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ
（全）９～２１
あづまＵ－１２ガールズフットサルフェスティバル

ASCテニス（BC)１０～１２/福島スポーツネット（全）１７～１９
（1/2ＡＢ）１９～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

（Ｂ）１８～１９（全）１９～２１

Ｆｉｔ９～１２
東北電力鼓響会１３～１６
Ｉ＆Ａ１８～２１

ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２/チームＳ（Ｂ）１２～１４/福島
新体操クラブ（Ａ）１２～１５/フェイカーズ（全）１５～１８
ASC生き生き（A)１３：３０～１５：３０
ASCラージ卓球（B)１３：３０～１５：３０

みなみクラブ９～１７
Ｆｉｔ１７～２０
リトルビクス１０～１２/ASC健康体
操＆ダンス13：30～15：30

ｶﾙﾁｬｰ教室「骨盤体操」
（２室）９～１２

～１７

小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２
すいぷか（１Ｃ）９～１３
ASC水中（２C)１０～１２
すいぷか（１Ｃ）１６：３０～１９：３０

ｶﾙﾁｬｰ教室「ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ」
（２室）１３～１６

ASCリラックスヨガ
（2室）１３:３０～１５:３０

火
福島スポーツネット（全）１７～１９
ＮＦＣビバーチェ（Ｃ）１９～２１
ASCテニス（BC)１０～１２
福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１８：３０～２０：３０
ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2ＢＣ）１９～２１
忍者ナイン（Ａ）１５～１９ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（Ａ）１９～
２１/清水ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団（Ｂ）１９～２１/福島スポー
ツネット（Ｃ）１９～２１
ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講習会（全）８：３０～１２：３０、
１４～１６/福島スポーツネット（全）１７～２１
テニ研杯福島県クラブ対抗選抜大会（全）８～１８
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（Ａ）１８～２０
吾妻中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部（ＢＣ）１８～２１

25

日

26

月 福島スポーツネット（全）１７～２１

27
28

火

ASCテニス（BC)１０～１２

水

宿泊施設

こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２１
ASCラージ卓球（B)１３：３０～１５：３０
こみち体操クラブ（全）１６～１７
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１
すみれ（Ａ）１３～１５
みなみクラブ（Ｂ）１８～２１
東北送配電サービス（全）９～１６
みなみクラブ（Ｂ）１６～２０
福島新体操クラブ（Ａ）１７～２１
ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講習会（全）９～１１
フェイカーズ（全）１５～１８
福島新体操クラブ（Ｂ）１８～２１

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１７～２1
ASC太極拳10～12
ASCポルドブラ14：30～16：30
ASC3B10～12
ASC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６
みなみクラブ９～１７
ダンスサークルＪ１３～１５

すいぷか（１Ｃ）１７～２０

ASCパソコン教室（1室）10
～12/13：30～15：30

ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２、１５～１７/イルカ
サークル（１Ｃ）１４～１５/すいぷか（1Ｃ）１５：
３０～１６:３０/ﾊﾞﾀﾞﾌﾗｲ（１Ｃ）１６:３０～１７:３０
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/水保水中
ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/ＡＳＣ水中（２
Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７～２０

ASC生き生き（2室）10～
12/事業運営課（２室）１２
～１７

小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２/日本赤十
字社福島県支部（１Ｃ）９:３０～１２/福島フリッパー
（１Ｃ）１８～２０/ら・なたしおん（１Ｃ）１９:３０～２０:３
０

ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成
講習会（２室）１５：３０～１
７：３０、１８～２１
ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ福島
（２室）９～１７

小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２
福島フリッパー（１Ｃ）１０～１２

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

施設管理課緑地（控①）９～１０

ASC生き生き（A)１３：３０～１５：３０
ASCラージ卓球（B)１３：３０～１５：３０
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（全）１９～２１

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島（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

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

すいぷか（１Ｃ）１７～２０

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。

ASC手芸
（2室）10～12

ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講
習会（２室）８～９、１１～１３/
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島（２室）１３
～１５

ASCリラックスヨガ
（2室）１３:３０～１５:３０

火

水

※１月１７ 日現在（内容は変更することがあります）
２月

2017
その他

1

木

2

金

3

日

5
6

月

あづま球場

軟式野球場

福島リトルリーグ野球協会（１塁）９～１２、１３～１７/福島清 南原中学校ソフトボール部
水野球ｸﾗﾌﾞ（屋内３塁）１０～１２/ＦＰクラブ（ｐ区内３塁）１２ ９～１５
～１４/附中クラブ（屋内３塁）１４～１７/ﾋﾟｰﾁﾊﾟﾜｰｽﾞ（屋内１
塁）１８～２１
ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内１塁）９～１２/福島ＧＳ（屋内３塁）１０～１２/ 福島スポーツネット
福島硬友クラブ（屋内１、３塁）１２～１５/信夫大森野球クラブ（屋内 ９～１６
３塁）１５～１８/福島アントラーズ（屋内１塁）１５～１８/ジェンガ（屋
内３塁）１８～２１/福島のだまクラブ（屋内１塁）１８～２１

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ
芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団協
議会（会議室①②）９～１２
芝養生・作業のため利用不可
（トラック可）

３月

補助陸上競技場

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

芝養生のため利用不可
（トラック要確認）
芝養生のため利用不可
（トラック要確認）
芝養生のため利用不可
（トラック可）

福島東高校テニス部
（４面）９～１６

芝養生のため利用不可
（トラック可）

福島東高校テニス部
（４面）９～１６

水

8

木

9

金

10

土

11

日

12
13

月

ふたば保育園
（軽運動、幼児体育室）
10～11

木

16

金

17

土

18

日

19
20

月

水

22

木

23

金

24

土

25

日

26

月

27

火

28

水

29

木

30

金

31

土

3

土

4

日

5
6

月

7

水

8

木

9

金

10

土

11

日

12
13

月

14

水

15

木

16

金

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

芝養生のため利用不可
（トラック要確認）

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
Ｊ３リーグ準備

芝養生のため利用不可
（トラック要確認）
芝養生のため利用不可
（トラック要確認）
芝養生のため利用不可
（トラック可）

Ｊ３リーグ
「福島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞＦＣ対群馬」

芝養生のため利用不可
（トラック可）

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
上信設備ＳＢＣ（屋内３塁）１９～２１

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

芝養生のため利用不可
（トラック要確認）

福島西高校野球部（屋内１、３塁）１４～１７/福島市役所野 福島西高校野球部
球部（屋内３塁）１８～１９/ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内１塁）１９～ １４～１７
２１/福島リトルシニアチーム（屋内３塁）１９～２１

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
医大陸上部
（室内走路）９～１２

医大陸上部
（トラックのみ）９～１２

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

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
施設管理課芝職人
（会議室全室）９～１７
芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
施設管理課芝職人
（会議室全室）９～１７

芝養生のため利用不可
（トラック要確認）

ＦＰクラブ（屋内１塁）１０～１２/附中クラブ（屋内１塁）１４～１ ホワイトローズスポーツ少年団
７/Ｎｅｗｉｎシニア（屋内３塁）１５～１７/ﾋﾟｰﾁﾊﾟﾜｰｽﾞ（屋内１
９～１５
塁）１８～２１/ＮＫ-Ｓｔｙｌｅ（屋内３塁）１９～２１
北芝電機㈱野球部（屋内３塁）９～１０/福島硬友ｸﾗﾌﾞ（屋内１、３塁） 佐倉パワーズ９～１２
１０～１５/信夫大森野球ｸﾗﾌﾞ（屋内３塁）１５～１８/ペンチドライバー 福島スポーツネット１２～１６

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

福島東高校テニス部
（４面）９～１６

17

土

福島東高校テニス部
（４面）９～１６

18

日

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

Ｊ３リーグ準備

あさか開成高校陸上部
（トラックのみ）
９～１２、１４～１６
あさか開成高校陸上部
（トラックのみ）
９～１２、１３：３０～１５：３０
芝養生のため利用不可
（トラック要確認）

19
20

月

施設管理課（会議室両側）９～１７/北芝電機㈱野球部（屋内 ホワイトローズスポーツ少年団
１、３塁）９～１２/ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内１塁）１９～２１
９～１５
/福島市役所ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内３塁）１９～２１
福島ボーイズ（屋内1塁）１９～２１
福島硬友クラブ（屋内３塁）１９～２１
みどりのボランティア（会議室両側）１１～１６

Ｊ３リーグ
「福島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞＦＣ対鹿児島」

芝養生のため利用不可
（トラック可）

聖光学院テニス部
（４面）９～１７

21

水

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

芝養生のため利用不可
（トラック要確認）
芝養生のため利用不可
（トラック要確認）
芝養生のため利用不可
（トラック可）

22

木

23

金

24

土

芝養生・作業のため利用不可
（トラック可）

芝養生のため利用不可
（トラック可）

25

日

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

岩手大学陸上部
（トラックのみ）９～１７
岩手大学陸上部
（トラックのみ）９～１７
岩手大学陸上部
（トラックのみ）９～１７

26

月

27

火

28

水

福島工業高校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部
（３面）１２～１７

29

木

芝養生のため利用不可
（トラック要確認）

福島工業高校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部
（３面）９～１２、１３～１７

30

金

会津高校陸上部
（トラックのみ）９～１７

福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/福
島工業高校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部（３面）１
３～１７

31

土

福島東高校テニス部
（４面）９～１６

ズ（屋内１塁）１５～１８/福島アントラーズ（屋内１塁）１８～２１

芝養生・作業のため利用不可
（トラック可）

芝養生のため利用不可
（トラック要確認）

火

21

金

福島市役所野球部（屋内３塁）１８～１９
ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内１塁）１９～２１
福島リトルシニアチーム（屋内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
上信設備ＳＢＣ（屋内１塁）１９～２１
福島市役所ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内３塁）１９～２１
ＦＧクラブ（屋内１塁）１０～１２/福島清水野球ｸﾗﾌﾞ（屋内３
ホワイトローズスポーツ少年団
塁）１０～１２/ＮＫ-Ｓｔｙｌｅ（屋内１塁）１９～２１/ベーブルース ９～１５
（屋内３塁）１９～２１
北芝電機㈱野球部（屋内１塁）９～１０/ＮＫ-Ｓｔｙｌｅ（屋内３塁）９～１ ホワイトローズスポーツ少年団
２/福島ＧＳ（屋内１塁）１０～１２/福島硬友ｸﾗﾌﾞ（屋内1、３塁）１２～ ９～１５

原宿シューターズ（屋内１塁）１９～２１
福島市役所ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内３塁）１９～２１

「春分の日」

2

芝養生のため利用不可
（トラック要確認）

火

15

木

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

１５/信夫大森野球ｸﾗﾌﾞ（屋内３塁）１５～１８/福島アントラーズ（屋内
１塁）１５～１８/ジェンガ（屋内３塁）１８～２１

水

1

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

火

7

14

せせらぎ桜の広場

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
上信設備ＳＢＣ（屋内３塁）１９～２１

土

4

民家園

あづま総合運動公園月間行事予定表

全日本民医連共済組合福島県支部（会議室１塁）１３：３０～ ホワイトローズスポーツ少年団
１６：３０/蛇田中学校（屋内１塁）１７～１９/ＮＫ-Ｓｔｙｌｅ（屋内 ９～１５
１塁）１９～２１/ベーブルース（屋内３塁）１９～２１
福島硬友ｸﾗﾌﾞ（屋内１、３塁）１２～１５
福島アントラーズ（屋内１塁）１５～１８
ジェンガ（屋内３塁）１８～２１
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

福島西高校野球部（屋内１、３塁）９～１３
ＦＧｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内１塁）１９～２１
福島市役所ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（屋内３塁）１９～２１
福島西高校野球部（屋内１、３塁）９～１３
福島ボーイズ（屋内1塁）１９～２１
福島硬友クラブ（屋内３塁）１９～２１
福島西高校野球部（屋内１、３塁）１４～１７
ＮＫ-Ｓｔｙｌｅ（屋内１塁）１９～２１

佐倉パワーズ９～１２
米沢市万世スポーツ少年団
１２～１７
岩手大学陸上部
９～１７
岩手大学陸上部
９～１７
岩手大学陸上部
９～１７
岩手大学陸上部
９～１７
福島西高校野球部
１４～１７
ホワイトローズスポーツ少年団
９～１５

五所川原工業高校陸上部
（トラック）９～１９
17時以降室内走路になるかも
五所川原工業高校陸上部
（トラック）９～１９
17時以降室内走路になるかも
五所川原工業高校陸上部
（トラック）９～１９
17時以降室内走路になるかも
五所川原工業高校
（トラックのみ）９～１２
Ｊ３リーグ準備１２～

岩手大学陸上部
（トラックのみ）９～１７

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。

ＡＳＣ生き生き
10～12

ＡＳＣ生き生き
10～12

福島工業高校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部
（３面）９～１２、１３～１７
キャンまなぶ
（７面）９～１２、１３～１７
福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/
キャンまなぶ（１面）１３～１７/福
島北高校ﾃﾆｽ部（２面）９～１２
（３面）１２～１６
福島東高校テニス部
（４面）９～１６

火

火

火

※2月18日現在（内容は変更することがあります）
3月

あづま総合体育館月間行事予定表
メインアリーナ

1

木

2

金

3

土

4

日

5
6

月

水

8

木

9

金

室内プール

研修室

会議室

和室研修室

ＡＳＣ生き生き（Ｂ）１０～１２
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３:３０～１５:３０
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１

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

ＡＳＣ水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/新
婦人水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/バタフラ
イ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０

平成29年度Ｕ-１７エンデバー（準備）（全）１５～２１

平成29年度Ｕ-１７エンデバー（準備）
（全）１５～２１

ＡＳＣ３Ｂ体操１０～１２/すみれ１３～１５/ＡＳＣ太
極拳研究会１５～１６/忍者ナイン１６～１９/ＩＮＮ
ＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ１９～２１

リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３
ＡＳＣ水中（２Ｃ）１３～１５

平成29年度Ｕ-１７エンデバー（全）９～２１

平成29年度Ｕ-１７エンデバー
（全）９～２１

Ｉ＆Ａ
１８～２１

小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２/な 平成29年度Ｕ-１７エン 平成29年度Ｕ-１７エンデ
かよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/ら・なたし デバー９～２１
バー（２室）９～２１
おん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０

平成29年度Ｕ-１７エンデ
バー（２室）９～２１

平成29年度Ｕ-１７エンデバー（全）９～２１

平成29年度Ｕ-１７エンデバー
（全）９～２１
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３:３0～１５:３０
福島スポーツネット（全）１９～２１

サンヨー会９：３０～１１：３０
Ｆｉｔ１６～１９
リトルビクス１０～１２
ＡＳＣ生き生き１３：３０～１５：３０

小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１０～１２ 平成29年度Ｕ-１７エン 平成29年度Ｕ-１７エンデ
/信陵中学校水泳部（４Ｃ）１３～１５
デバー９～２１
バー（２室）９～２１
ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２
県北高体連体操専門部（２
室）１３：３０～１６：３０

平成29年度Ｕ-１７エンデ
バー（２室）９～２１
ＡＳＣリラックスヨガ（２室）
１３：３０～１５：３０

こみち体操クラブ
（Ｂ）１６～１８（全）１８～２０（Ｂ）２０～２１

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１９～２１

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１

鎌田ｲｰｸﾞﾙｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（Ａ）１７～１９
あづまガールズサッカースクール（1/2ＡＢ）１９～２１
ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2ＢＣ）１９～２１

ＡＳＣﾊﾟｿｺﾝ教室（１室）１０～ ＡＳＣウォーキング
１２/１３：３０～１５：３０
（２室）１３～１４
平成29年度Ｕ-１７エン
デバー（準備）１５～２１

木

2

金

3

土

4

日

5
6

月

7

水

8

木

9

金

10

土

11

日

12
13

月

ｶﾙﾁｬｰ教室「英会話」（１室）９～ ＡＳＣ機能改善教室
１２/ＡＳＣﾊﾟｿｺﾝ教室（１室）１０ （２室）１３～１５
～１２/１３：３０～１５：３０

14

水

15

木

16

金

17

土

18

日

19
20

月

21

水

ｶﾙﾁｬｰ教室「読書会」（２室）９～１２/ 平成29年度Ｕ-１７エンデ
平成29年度Ｕ-１７ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ（準備）（２ バー（準備）（２室）１５～２１
室）１５～２１

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１５～１７

蓬莱南ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）９～１７

Ｉ＆Ａ
１８～２１

福島スポーツネット（1/2ＡＢ）１７～２１

新体操愛好会（Ｂ）９～１４/蓬莱南ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）
１４～１７/仕立屋甚五郎きもの文化の会（全）１８～２１

福島スポーツネット（1/2ＡＢ）１９～２１
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

ＡＳＣ生き生き（Ａ）１３:３０～１５:３０/ＡＳＣラージ卓球
（Ｂ）１３:３０～１５:３０/庭坂剣友会（全）１８～１９

フラレイラニカイ
福島県水泳連盟（全）８～１０（４Ｃ）１０ フォトコンテスト表彰式
９～１２
～１２、１３～１８
９～１３
リトルビクス１０～１２/ＡＳＣ健康体操 ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２
＆ダンス１３：３０～１５：３０

土 福島スポーツネット（1/2ＡＢ）１７～２１

11

日 福島県水泳連盟（控室利用あり）
月

ｳｫｰｸﾖｶﾞ」（２室）１３～１６

ＡＳＣ太極拳１０～１２/ASCピラティス１２：３０～１ ＡＳＣ水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/イ
４：３０/ASCポルドブラ１４：３０～１６：３０/福島新 ルカサークル（１Ｃ）１４～１５/バタフライ（１
体操クラブ１６：３０～２０：３０
Ｃ）１６：３０～１７：３０

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

ＡＳＣ３B体操１０～１２/ASC太極拳１３～１ ＡＳＣ水中（２Ｃ）１３～１５/水保水中
５/ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６/ジャド卓 ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４
球クラブ１９～２１
福島県水泳連盟（全）８～１０（４Ｃ）１０～１２、１３
～１８/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

総務課（２室）９～１２/ｶﾙﾁｬｰ教
室「ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ」（２室）１３
～１６

福島県水泳連盟
８～１１

ＱＯＡＡ（２室）９～１７
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ
（２室）１３～１５
ＡＳＣリラックスヨガ（２室）
１３：３０～１５：３０

火
ＷＡＮＯドリームズ（Ａ）１７～１９/杉妻ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（Ｂ） 医科大学陸上部（全）１３～１７
１７～１９/鎌田ｲｰｸﾞﾙｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（Ｃ）１７～１９/ＮＦＣビバーチェ 荒井ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）１７～１９
（1/2ＡＢ）１９～２１/あづまガールズサッカースクール（1/2ＢＣ）１９～２ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（全）１９～２１
１

14

水

15

木 南福島アウルズ（1/2ＢＣ）１９～２１
金

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

ＡＳＣ水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/新
婦人水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/バタフラ
イ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０

ＡＳＣ生き生き
（２室）１０～１２

ＷＡＮＯドリームズ（Ａ）１７～１９/杉妻ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（Ｂ）
１７～１９/鎌田ｲｰｸﾞﾙｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（Ｃ）１７～１９/スピリッツ（Ａ）１
９～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（Ｂ）１９～２１/ＪＡふくしま未来（Ｃ）１９～２
１

すみれ（Ａ）１３～１５/荒井ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年
団（全）１７：３０～１９：３０

ＡＳＣ３B体操１０～１２
ASC太極拳１３～１５
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６

リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３
ＡＳＣ水中（２Ｃ）１３～１５

ＡＳＣ（２室）１３～１７/福島
県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会（１
室）２０～２１

福島県サッカー協会キッズフェスティバル（全）９～１８
福島スポーツネット（全）１８～２１

荒井ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）９～１２
蓬莱南ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）１２～１８
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１

東北電力鼓響会１２～１５
Ａｌｏｈａ ｎｕｉ福島１５～２０

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿（全）７～
１０（４Ｃ）１４～１９/信陵中学校水泳部（４Ｃ）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

第11回Ｓリーグ決勝大会（全）７～１９
福島スポーツネット（1/2ＡＢ）１９～２１
南福島アウルズ（1/2ＢＣ）１９～２１

ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２
こみち体操クラブ（Ｂ）１２～１４（全）１４～２１

Ａｌｏｈａ ｎｕｉ福島９～１４
ダンスサークルＪ１４～１６
Ｆｉｔ１６～１９

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
福島県サッカー協会
（全）７～１０（４Ｃ）１４～１９/めだかクラブ（１ ９～１７
Ｃ）１０～１２

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（（1/2ＡＢ）１９～２１

ＡＳＣ生き生き（Ａ）１３:３０～１５:３０/ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３:３０～１５:
３０/荒井ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）１７：３０～１９：３０

リトルビクス１０～１２
ジャド卓球クラブ１８～２０

ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２

平成29年度福島県県北地区、山形県置賜地区高等学校剣道対抗戦
（全）８～１８/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１８～１９/清水ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ
少年団（Ａ）１９～２１/ＮＦＣビバーチェ（Ｂ）１９～２１/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆ
ｱﾕｰｽ（Ｃ）１９～２１

福島県武術太極拳連盟太極拳講習会（全）１０～１６
仕立屋甚五郎きもの文化の会（全）１７～２１
第33回全国高等学校新体操選抜大会
（全）８～２１
第33回全国高等学校新体操選抜大会
（全）８～２１
第33回全国高等学校新体操選抜大会
（全）８～２１

第33回全国高等学校新体操選抜大
会８～２１
第33回全国高等学校新体操選抜大
会８～２１
第33回全国高等学校新体操選抜大
会８～２１

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）１
４～１５
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/水保水中ｳｫｰｷﾝ
ｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/ＡＳＣ水中（２Ｃ）１３～１５

第33回全国高等学校新体
操選抜大会（２室）８～２１
第33回全国高等学校新体
操選抜大会（２室）８～２１
第33回全国高等学校新体
操選抜大会（２室）８～２１

第33回全国高等学校新体操
選抜大会（２室）８～２１
第33回全国高等学校新体操
選抜大会（２室）８～２１
第33回全国高等学校新体操
選抜大会（２室）８～２１

22
23

木

24

土

第33回全国高等学校新体操選抜大会
（全）８～２１

第33回全国高等学校新体操選抜大
会８～２１

福島県水泳連盟国体に向けた強化合 第33回全国高等学校新体 第33回全国高等学校新体
操選抜大会８～２１
宿（全）７～１０（４Ｃ）１４～１９
操選抜大会（２室）８～２１
ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２

第33回全国高等学校新体操
選抜大会（２室）８～２１

25

日

帝京安積高校
（２室）１９～２１

26

月

18

日

19
20

月 ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
火

21

水

22
23

木

第33回全国高等学校新体操選抜大会（全）８～２１

金

第33回全国高等学校新体操選抜大会（全）８～２１

25

日

第33回全国高等学校新体操選抜大会（全）８～２１
第33回全国高等学校新体操選抜大会（全）８～２１

施設管理課緑地（控①）９～１０/高校生スポーツ協会株式会社おもれ ＡＳＣラージ卓球（木）（Ｂ）１０～１２
い（全）９～１７/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（Ａ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島Ｊ ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３:３０～１５:３０
ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
ＡＳＣ生き生き（Ａ）１３:３０～１５:３０

26

月

27
28

火

29

木 ＮＦＣビバーチェ（Ｃ）１９～２１

30

金 スピリッツ（Ｃ）１９～２１

31

土 福島県ボールルームダンス連盟（全）１５～２１

水

火

ポプラ（全）１０～１２
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３:３0～１５:３０
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１

土

土

火

福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１８：３０～２０：３０

17

24

ＡＳＣストレッチヨガ１０～１２
ASC健康ビクス１３～１５
こみち体操クラブ１６～２１

宿泊施設

1

ＡＳＣﾊﾟｿｺﾝ教室（１室）１０～ 福島ふたば保育園（２室）１１
～１２/ｶﾙﾁｬｰ教室「ｽﾃｯﾌﾟ
１２/１３：３０～１５：３０

ＡＳＣ生き生き（Ｂ）１０～１２
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３:３０～１５:３０
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１
杉妻ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（Ａ）１７～１９/清水ｻｯｶｰｽ すみれ（Ａ）１３～１５/鎌田ｲｰｸﾞﾙｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（全）１７
ﾎﾟｰﾂ少年団（Ａ）１９～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（Ｂ）１９～２１/ ～１９/大笹生体協Ａ（Ａ）１９～２１/福島新体操クラブ（Ｂ）１９
ＪＡふくしま未来（Ｃ）１９～２１
～２１

ハンドボール体験会（全）１８～２１

10

16

体育室

専修大学スカッシュサークル（全）１３：３０～１７：３０
福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１８：３０～２０：３０
スピリッツ（Ｃ）１９～２１

火

7

12
13

サブアリーナ

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

３月

福島県サッカー協会
９～１７

ＡＳＣウォーキング（２室）
１３～１４

福島県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
（１室）２０～２１

ＡＳＣリラックスヨガ（２室）
１３：３０～１５：３０
第33回全国高等学校新体 第33回全国高等学校新体 第33回全国高等学校新体操
操選抜大会１３～２１
操選抜大会（２室）１３～２１ 選抜大会（２室）１３～２１

リトルビクス１０～１２/ＡＳＣ健康体操＆ダンス１
３：３０～１５：３０/フラレイラニカイ１８～２１

第33回全国高等学校新体
操選抜大会８～２１
第33回全国高等学校新体
操選抜大会８～２１
福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿（全）７～ 第33回全国高等学校新体
１０（４Ｃ）１４～１９/福島ＣＴＣ（２Ｃ）１０～１２/ら・な 操選抜大会８～２１
たしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０

帝京安積高校（２室）１５～１７

火

金

ＡＳＣストレッチヨガ１０～１２/ASC健康ビク
ス１３～１５/こみち体操クラブ１６～２１

ＡＳＣﾊﾟｿｺﾝ教室（１室）１０～１２ 帝京安積高校
/１３：３０～１５：３０
（２室）１９～２１

27
28

火

福島スポーツネット（1/2ＡＢ）１７～２１
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１８：３０～２０：３０

ＡＳＣ太極拳１０～１２/ASCポルドブラ１４： ＡＳＣ水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１
３０～１６：３０/フラレイラニカイ１８～２１
７/バタフライ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０

ＡＳＣﾊﾟｿｺﾝ教室（１室）１０～ ＡＳＣ手芸（２室）１０～１２/帝
京安積高校（２室）１９～２１
１２/１３：３０～１５：３０

29

木

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１

ＡＳＣ３B体操１０～１２/ASC太極拳１ リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３
３～１５/ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６ ＡＳＣ水中（２Ｃ）１３～１５
福島新体操クラブ９～１２/みなみクラ ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
ブ１３～１６/Ｉ＆Ａ１８～２１

30

金

31

土

帝京安積高校ハンドボール部（全）９～１５

福島西高等学校バドミントン部（全）９～１８
ＦＵＹＯクラブ（全）１８～２１

福島県ボールルームダンス
連盟（２室）１５～２１

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。

水

※2月18 日現在（内容は変更することがあります）
3月

