5 月

2017

2018
その他

民家園

せせらぎ桜の広場⑱

あづま球場⑫

あづま総合運動公園月間行事予定表
軟式野球場⑬

ユナイテッド荷物あり
Ｊ3ﾘｰｸﾞ公式戦（準備）

3

金谷川小学校(ﾄﾘﾑ、ｻｲｸ
水 ﾙ）9：30～14（雨天時ﾒｲﾝ
ｷﾞｬﾗﾘｰ）
「憲法記念日」
木

4

金

5

「こどもの日」
土 ★サービスデー★

1
2

6

日

7
8

月

9
10
11
12

第２多目的広場⑮

ミニ多目的広場⑯

スポーツイベント広場⑰

陸上教室１８～２１

庭球場⑪
福島北高校テニス部
（７面）９～１６

第72回国民体育大会軟式野球競技県北 Ｊ3ﾘｰｸﾞ公式戦
予選７～１７
「福島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞＦＣ対富山」

みちのくサッカーリーグＵ-13
９～１７

第23回JABA福島市長杯争奪野球大会
（予備日）

第72回国民体育大会軟式野球競技県北 芝養生・作業のため利用不可
予選７～１７
（トラックも不可）

芝養生のため利用不可
（トラック可）

第31回福島市木球大会（準 第23回JABA福島市長杯争奪野球大会
備）（全面）１５～１６
５：３０～１９

第72回国民体育大会軟式野球競技県北 芝養生・作業のため利用不可
予選７～１７
（トラックも不可）

福島民報杯NHK杯第23回福島県ｻｯｶｰ選 福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会春季強化
手権大会兼天皇杯JFA第98回全日本ｻｯｶｰ 合宿９～１７
選手権福島県代表決定戦（準準決勝）９～
１８

福島愛犬ﾄﾚｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ
訓練競技会（準備）１３
～１７

第31回福島市木球大会（全 第23回JABA福島市長杯争奪野球大会
面）８～１３
５：３０～１９

第72回国民体育大会軟式野球競技県北 芝養生・作業のため利用不可
予選７～１７
（※トラック可）

芝養生のため利用不可
（トラック可）

福島愛犬ﾄﾚｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 福島北高校テニス部（２面）９～１
訓練協議会６～１７
２（４面）１２～１６/コムデ・フィユ
（１面）９～１２/テニ研スポーツ少
年団（１面）９～１２

ＡＳＣ生き生き１３：３０～１５：３０

芝養生・作業のため利用不可
（トラックも不可）

芝養生のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

芝養生・作業のため利用不可
（トラックも不可）

ＦＣ.ＭＯＳアミーゴ
１９～２１

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室）９～１２

南福島アウルズ
１９～２１

あづまＤＧＰ愛好会（木陰
広場）１０～１２

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

第7回あづま総合運動公園ﾁｰﾑ
対抗ﾃﾆｽ大会砂入人工芝完成記
念大会（全面）８～１７
第7回あづま総合運動公園ﾁｰﾑ
対抗ﾃﾆｽ大会砂入人工芝完成記
念大会（予備日）

福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会春季強化
合宿９～１７

福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会春季強化 ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ
合宿９～１７
９～１６

★全面サービスデー★

火
水
管理課作業保守

裏磐梯小学校（ﾄﾘﾑ）13：10～
14：30（雨天時軽運動）/東浜

吾妻ウォーリアーズ１６～２１
福島リトルシニアチーム（屋内１塁）１９～２１
上信設備ＢＢＣ（屋内３塁）１９～２１
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

木 保育所（雨天時2階ﾛﾋﾞｰ）11～
13
うつくしまみずｳｫｰｸ福島大会
（準備）（花広場）/鳥川保育園
金 （中央広場）１０～１３（雨天時
軽運動、2階ﾎｰﾙ）

うつくしまみずｳｫｰｸ福島
土 大会（花広場）６～１６

13

日

14

月

15
16

火

17

木

18

郷野目こども園（ﾄﾘﾑ、木陰広
場）9～14（雨天時軽運動）/本
金 宮第一保育所（雨天時2階ﾎｰ
ﾙ）11～13

第11回野田ｸﾗﾌﾞｵｰﾌﾟﾝ木球
大会兼第6回亀岡杯大会
（２面）９～１３
第12回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ大
会（Ｄ面）９：３０～１１：３０

あづまＤＧＰ愛好会
（Ａ面）１０～１２

第89回都市対抗野球第一次予選福島県大会 第72回国民体育大会軟式野球競技県北 芝養生・作業のため利用不可
５：３０～１９
予選７～１７
（トラックも不可）

芝緑地管理保守
(トラック要確認）

第89回都市対抗野球第一次予選福島県大会 第72回国民体育大会軟式野球競技県北 福島民報杯NHK杯第23回福島県ｻｯｶｰ選手権 芝緑地管理保守
５：３０～１９
予選７～１７
大会兼天皇杯JFA第98回全日本ｻｯｶｰ選手権 (トラック要確認）
福島県代表決定戦（決勝）９～１８

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

ＡＳＣ生き生き１３：３０～１５：３０

芝養生・作業のため利用不可
（トラックも不可）
みどりの県民カレッジ（会議室全室）１１～１７

福島県高等学校総合体育大 ラグビー教室８～１６
会県北地区大会（ｱｰﾁｪﾘｰ）８
～１７
みちのくﾘｰｸﾞＵ-13
ラグビー教室９～１２
９～１７

利用制限保守
利用制限保守

テニ研スポーツ少年団（２面）９～
１２/福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/
安積高校テニス部（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/オーストリッチＴＣ（１面）９
～１２/コムデ・フィユ（１面）９～１
２/安積高校ﾃﾆｽ部（４面）１２～１
６

福島県立視覚支援学校
（トラックのみ）１３：３０～１５：３０

第61回福島県中学校体育大会県北地区予選大会陸 第61回福島県中学校体育大会県北地区予
上６～１８
選大会陸上６～１８

視察あり
福島リトルシニアチーム（屋内１塁）１９～２１

水
管理課作業保守

第61回福島県中学校体育大会県北地区予選
大会陸上６～１７
第70回春季東北地区高等学校野球福島県大会(前 90第70回春季東北地区高等学校野球福 第61回福島県中学校体育大会県北地区予選
期)７～１７
島県大会(前期)７～１７
大会陸上（予備日）

第61回福島県中学校体育大会県北
地区予選大会陸上６～１７
第61回福島県中学校体育大会県北
地区予選大会陸上（予備日）

第70回春季東北地区高等学校野球福島県大 90第70回春季東北地区高等学校野球福 芝養生・作業のため利用不可
会(前期)７～１７
島県大会(前期)７～１７
（トラックも不可）

芝養生のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

てづくりマルシェ（民家園
付近）

19

土

20

てづくりマルシェ（民家園
日 付近）

21

あづまＤＧＰ愛好会（木陰
月 広場）１０～１２

22

火

23

飯坂保育所（ﾄﾘﾑ）９：３0～
水 １３
五百川幼保総合施設（ﾄﾘﾑ）10
～13（雨天時陸上ﾃﾞｯｷ）/福島
木 ぼなみ子ども園（ﾄﾘﾑ）9～１2
（雨天時軽運、幼児体育室）

25

二本松ｶﾄﾘｯｸ幼稚園（ﾄﾘﾑ、巨
石）9：30～13：30（雨天時2階
金 ﾎｰﾙ）/ｶﾜｻｷ幼稚園（雨天時
軽運動）

26

土

27

日

28

あづまＤＧＰ愛好会（木陰
月 広場）１０～１２

29

火

30

水

31

木

管理課作業保守

1第51回福島県木球大会福島 第70回春季東北地区高等学校野球福島県大 90第70回春季東北地区高等学校野球福 芝養生・作業のため利用不可
大会及び第10回福島県木球大 会(前期)７～１７
島県大会(前期)７～１７
（トラックも不可）
会ﾀﾞﾌﾞﾙｽ戦（準備）（２面）１６～
１７

みちのくﾘｰｸﾞＵ-13
９～１７

第51回福島県木球大会福島大 第70回春季東北地区高等学校野球福島県大 90第70回春季東北地区高等学校野球福
会及び第10回福島県木球大会 会(前期)７～１７
島県大会(前期)７～１７
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ戦（２面）９～１４
第70回春季東北地区高等学校野球福島県大会(前 90第70回春季東北地区高等学校野球福
期)７～１７
島県大会(前期)７～１７
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
第70回春季東北地区高等学校野球福島県大会(前 第70回春季東北地区高等学校野球福島県大
期)（予備日）
会(前期)（予備日）

芝養生・作業のため利用不可
（トラック可）

福島県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ９～１８

芝養生・作業のため利用不可
（トラックも不可）

芝養生のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

うつくしまふくしま健康福祉
祭第26回すこやか福島ね
んりんピック（全面）８～２１
うつくしまふくしま健康福祉
祭第26回すこやか福島ね
んりんピック（全面）７～１８

ASC生き生き10～12

第45回福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会長 小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ９～１７ 利用制限保守
杯東北総合大会１次選考会９
～１９
第45回福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会長杯
東北総合大会１次選考会９～１９

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ９～１７ 利用制限保守

清陵情報高校ソフトテニス部（２
面）９～１６/福島ＳＴクラブ（２面）
９～１２/テニ研スポーツ少年団
（１面）１３～１５/ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰｽ
ﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞＴ.Ｔ.（１面）１３～１７
福島市中学生Ｓﾘｰｸﾞ2018第2ｽﾃｰ
ｼﾞ（全面）８～１７

ASC生き生き13:30～
15:30

うつくしまふくしま健康福祉 うつくしまふくしま健康福祉祭第26
祭第26回すこやか福島ね 回すこやか福島ねんりんピック
んりんピック８～２１
（全面）８～１７

第64回福島県高等学校体育大会陸
上競技７～２１

第64回福島県高等学校体育
大会陸上競技７～２１

第71回福島県総合体育大
会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ(少年の
部)７～１７

利用制限保守

第64回福島県高等学校体育大会陸上競技
７～２１

第64回福島県高等学校体育大会陸
上競技７～２１

第64回福島県高等学校体育
大会陸上競技７～２１

利用制限保守

第64回福島県高等学校体育大会陸上競技
７～２１

第64回福島県高等学校体育大会陸
上競技７～２１

第64回福島県高等学校体育
大会陸上競技７～２１

第71回福島県総合体育大
会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ(少年の
部)７～１７
第71回福島県総合体育大
会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ(少年の
部)７～１７

第70回春季東北地区高等学校野球福島県大会(後 第70回春季東北地区高等学校野球福島 第64回福島県高等学校体育大会陸上競技
期)７～１７
県大会(後期)７～１７
７～２１
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

第64回福島県高等学校体育大会陸
上競技７～２１

第64回福島県高等学校体育
大会陸上競技７～２１

第70回春季東北地区高等学校野球福島県大
会(後期)（予備日）
第70回春季東北地区高等学校野球福島県大
会(後期)（予備日）

第64回福島県高等学校体育大会陸
上競技７～２１
芝養生のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）
芝養生のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

第64回福島県高等学校体育
大会陸上競技７～２１

第70回春季東北地区高等学校野球福島県大 第70回春季東北地区高等学校野球福島
会(前期)（予備日）
県大会(前期)（予備日）
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

芝養生のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

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室）９～１２/福島ぼなみ子ども
園（会議室全室）１２～１４（雨天時のみ）/五百川幼保総合
施設（室内走路）１０～１３（雨天時のみ）

第64回福島県高等学校体育大会陸上競 第64回福島県高等学校体育大会陸上競技
技７～２１
７～２１

第70回春季東北地区高等学校野球福島
県大会(後期)（予備日）
第70回春季東北地区高等学校野球福島
県大会(後期)（予備日）
第70回春季東北地区高等学校野球福島県大会(後 第70回春季東北地区高等学校野球福島
期)（予備日）
県大会(後期)（予備日）
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

第64回福島県高等学校体育大会陸上競技
７～２１
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）

★次回サービスデーは５月５日（土）「こどもの日」です★個人利用が無料になります（体育室（卓球のみ）、室内ﾌﾟｰﾙ（全ｺｰｽ）、体育館ｼｬﾜｰ、体育館・陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、庭球場（全面）、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

2

水

3

木

4

金

5

土

6

日

7
8

月

9

水

10

木

11

金

12

土

13

日

14

月

15
16

火

17

木

18

金

19

土

20

日

21

月

22

火

23

水

24

木

25

金

26

土

27

日

28

月

29

火

30

水

31

木

火

水

利用制限保守

うつくしまふくしま健康福祉
祭第26回すこやか福島ねん
りんピック８～２１
第71回福島県総合体育大
会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ(少年の
部)７～１７

芝養生のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

平成30年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導 第70回春季東北地区高等学校野球福島県大 第70回春季東北地区高等学校野球福島
者認定講習会（全面）１１～ 会(後期)７～１７
県大会(後期)７～１７
１６
年中行事「むけの朔
第70回春季東北地区高等学校野球福島県大 第70回春季東北地区高等学校野球福島
日
会(後期)７～１７
県大会(後期)７～１７

五百川幼保（ﾄﾘﾑ）１０～１
３

停電・断水９～１４

うつくしまふくしま健康福祉祭
第26回すこやか福島ねんりん
ピック８～２１
うつくしまふくしま健康福祉祭
第26回すこやか福島ねんりん
ピック７～１８

第70回春季東北地区高等学校野球福島県大 第70回春季東北地区高等学校野球福島 芝養生・作業のため利用不可
会(前期)（予備日）
県大会(前期)（予備日）
（トラックも不可）

1

ASC生き生き10～12

第70回春季東北地区高等学校野球福島 芝養生のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）
県大会抽選会（会議室全室）８～１７

第11回野田ｸﾗﾌﾞｵｰﾌﾟﾝ木球
大会兼第6回亀岡杯大会
（準備）（２面）１６～１７

年中行事「田植え」

24

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

第23回JABA福島市長杯争奪野球大会
５：３０～１９

「みどりの日」
年中行事男の節句
田おこし実演/古武
道演武会

補助陸上競技場⑩

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ⑨

火

５月

うつくしまふくしま健康福祉 うつくしまふくしま健康福祉祭第26
祭第26回すこやか福島ね 回すこやか福島ねんりんピック
んりんピック７～１８
（全面）７～１８

利用制限保守
利用制限保守

第71回福島県総合体育大会ﾗｸﾞ ASC生き生き10～12
ﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ(少年の部)準決勝７
～１７

うつくしまふくしま健康福祉祭第26
回すこやか福島ねんりんピック
（予備日）
福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/聖光
学院ﾃﾆｽ部（２面）９～１２（４面）１
２～１７
聖光学院ﾃﾆｽ部（３面）９～１２（４
面）１２～１７/オーストリッチＴＣ（１
面）９～１２

※4月15日現在（内容は変更することがあります）
5月

あづま総合体育館月間行事予定表

2018

月

1
2

火

管理課作業あり

水

金谷川小学校（Ａ）９：３０～１４：３０/水原小学校（Ｂ）１１～１２/第 こみち体操クラブ（全）９～１５/第４回渡利カップ東 こみち体操クラブ１６～２０
４回渡利カップ東日本中学校バスケットボール大会（全）１５～２１ 日本中学校バスケットボール大会（全）１５～２１

すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

3

木

第４回渡利カップ東日本中学校バスケットボール大会
（全）８～２１

第４回渡利カップ東日本中学校バスケットボール
大会（全）８～２１

4

金

第４回渡利カップ東日本中学校バスケットボール大会
（全）８～２１

第４回渡利カップ東日本中学校バスケットボール
大会（全）８～２１

信夫中学校水泳部（３Ｃ）１０～１２
トライアスロンアカデミー福島（２Ｃ）１３～１５
バタフライ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０
国体に向けた強化合宿（全）７～１０
信夫中学校水泳部（３Ｃ）１３～１５
すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

5
6

土

7

月

8
9

火
水

ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１
南福島アウルズ（1/2ＢＣ）１９～２１

10

木

ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（Ａ）１８～２１/スピリッツ（Ｂ）１９～２１/Ｎ 福島市東浜保育所（全）９～１２/ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１
３：３０～１５：３０/こみち体操クラブ（Ｂ）１７～２１/福島
ＦＣビバーチェ（Ｃ）１９～２１

11

金

総務課（多目的室）９～１７/伏黒幼稚園（1/2ＡＢ）１０～１ すみれ（Ａ）１３～１５/忍者ナイン（Ａ）１５～１９/こ
３/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/スピリッツ（Ｃ） みち体操クラブ（Ｂ）１７～２０/福島聴力障がい者
１９～２１
会（Ａ）１９～２１

12

土

第64回福島県高等学校体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技県北地区 みなみクラブ（Ｂ）９～１２
大会（全）９～２１
県聴力障がい者女子バレー部（Ｂ）１３～１７

13

日

第64回福島県高等学校体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技県北地区 ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２/スペシャルオリンピックス（全） Ａｌｏｈａ ｎｕｉ福島９～１５
１２～１５/フェイカーズ（全）１５～１８/渡利男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰ
大会（全）９～２１

すいぷか（１Ｃ）９～１３
信陵中学校水泳部（４Ｃ）１３～１５

14

月

第64回福島県高等学校体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技県北地区大会
ASCﾗｰｼﾞ卓球(B)13:30～15:30
（全）９～１８/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/ＩＮＮＯＶ 鎌田ｲｰｸﾞﾙｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（全）１７～１９
ＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

ASC水中(2C)10～12
かおる会（１Ｃ）１３～１５

15

火

メインアリーナ

日

16

水

17

木

18

金

19

土

20

日

21

月

22

火

サブアリーナ

第４回渡利カップ東日本中学校バスケットボール大会
（全）８～１９
帝京安積高校（全）９～１７
メリット5（1/2ＡＢ）１７～１９

第４回渡利カップ東日本中学校バスケットボール
大会（全）８～１９/みなみクラブ（Ｂ）１９～２１
ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２
渡利男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（Ｂ）１８～２１
医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）１７～１９/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ 親子で楽しむからだあそび（全）９～１２
（1/2ＡＢ）１９～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
ASCﾗｰｼﾞ卓球(B)13:30～15:30

体育室

★サービスデー★

リトルビクス１０～１２

あづま脳神経外科病院（全）１１～１４/こみち体操 ASCｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ10～12
クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２０（Ｂ）２０～２１
ASC健康ﾋﾞｸｽ13～15

ボッチャ愛好会（Ａ）１８～２１

室内プール

研修室

ﾙｸﾗﾌﾞ（Ｂ）１８～２１

リトルビクス１０～１２/ASC健
康体操＆ﾀﾞﾝｽ13:30～15:30

国体に向けた強化合宿（全）７～１０/すいぷか（１
Ｃ）１０～１４/信陵中学校水泳部（４Ｃ）１４～１６
ASC水中(2C)10～12
かおる会（１Ｃ）１３～１５
すいぷか（１Ｃ）１６：３０～２０：３０

ＡＳＣ英会話教室
（１室）１３～１５

福島医療生協（１Ｃ）１３～１４
すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

ASCﾗｰｼﾞ卓球(B)13:30～15:30
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１

ASCﾊﾟｿｺﾝ教室（１室）
10～12/13：30～15：30

リズムスイミング（２Ｃ）１３～１５
ASC水中(2C)13～15
小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０

第15回県北協会長杯（全）９～２１

信夫中学校水泳部（３Ｃ）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15回県北協会長杯（全）９～１８
リベルタサッカースクール（Ａ）１７～１８
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１

うつくしまふくしま健康福祉祭第26回すこやか福島ねんり うつくしまふくしま健康福祉祭第26回すこやか福島 うつくしまふくしま健康福祉祭第26 福島医療生協（１Ｃ）１３～１４
回すこやか福島ねんりんピック８～
んピック（全）８～２１
ねんりんピック（全）８～２１

ＡＳＣ総会
（２室）１０～１３

金

26

土

27

日

第15回県北協会長杯（全）９～１８
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１８～２０

28

月

施設管理課（控室①）９～１１/リベルタサッカースクール（Ａ）１７～ ASCﾗｰｼﾞ卓球(B)13:30～15:30
１８/医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）１７～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．Ｆ
Ｃ（1/2ＡＢ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

リトルビクス１０～１２/ASC健
康体操＆ﾀﾞﾝｽ13:30～15:30

29
30

火
水

あづまガールズフットサル（1/2ＡＢ）１９～２１
ＮＦＣビバーチェ（Ｃ）１９～２１

五百川幼保総合施設（全）１０～１３/こみち体操クラブ
（Ｂ）１６～１８（全）１８～２０（Ｂ）２０～２１

ASCｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ10～12
ASC健康ﾋﾞｸｽ13～15

木

福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１８：３０～２０：３０
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

ASCﾗｰｼﾞ卓球(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ﾎﾟﾙﾄﾞﾌﾞﾗ14:30～16:30/
福島ボッチャ愛好会１８～２１

ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２/みなみクラブ（Ｂ）１３～１６/スペシャル
オリンピックス（Ａ）１４～１６（全）１６～１７/渡利男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗ
ﾌﾞ（Ｂ）１８～２１

金

5
6

土

7

月

8
9

火

10

木

11

金

12

土

13

日

14

月

15

火

16

水

17

木

18

金

日本ﾖｰｶﾞ療法士協会
（２室）９～２０

19

土

公認太極拳普及指導
員認定（２室）９～１７

20

日

リトルビクス（２室）１１～
１３/ASCﾘﾗｯｸｽﾖｶﾞ(2
室)13:30～15:30

21

月

リトルビクス（２室）１１～
１３/ASCﾘﾗｯｸｽﾖｶﾞ(2
室)13:30～15:30

ASCｳｫｰｷﾝｸﾞ
(2室)13～15

うつくしまふくしま健康福祉祭第26回
すこやか福島ねんりんピック（２室）
８～２１
うつくしまふくしま健康福祉祭第26回
すこやか福島ねんりんピック（２室）
７～１８

水

火

23

水

うつくしまふくしま健康福祉祭
第26回すこやか福島ねんり
んピック（２室）７～１８

24

木

ｶﾙﾁｬｰ教室「骨盤矯正ﾖｶﾞ」（２室）
９～１２/川崎幼稚園（２室）１２～
１３/ｶﾙﾁｬｰ教室「ｽﾃｯﾌﾟｳｫｰｸﾖｶﾞ」
（２室）１３～１６

25

金

26

土

27

日

28

月

29
30

火

31

木

ＱＯＡＡ（２室）１８～２１

ASCﾊﾟｿｺﾝ教室（１室）
10～12/13：30～15：30

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

日

22

ASC水中(2C)10～12/かおる会（１Ｃ）１３～１５/福 福島市小学校体育大会水泳 ｶﾙﾁｬｰ教室「ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞにﾍﾟｲﾝﾄし リトルビクス
島市小学校体育大会水泳実技講習会（４Ｃ）１５ 実技講習会１５～１７
ましょう」（２室）１３～１６
（２室）１１～１３
～１７

ASC水中(1C)10～12(2C)15～17
バタフライ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０

水

うつくしまふくしま健康福祉祭
第26回すこやか福島ねんり
んピック（２室）８～２１

サンヨー会９：３０～１１：３０

★次回サービスデーは５月５日（土）「こどもの日」です★個人利用が無料になります（体育室（卓球のみ）、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（全面）、サイクル広場）

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。

4

福島郷野目こども園
（２室）１１～１３

公認太極拳普及指導員認定
（２室）９～１３
ＡＳＣ英会話教室
（１室）１３～１５

うつくしまふくしま健康福祉祭第
26回すこやか福島ねんりんピッ
２１
ク８～２１
うつくしまふくしま健康福祉祭第26回すこやか福島ねんりんピック うつくしまふくしま健康福祉祭第26回すこやか福島ねんり うつくしまふくしま健康福祉祭第26 ASC水中(1C)10～12(2C)15～17/新婦人水中
うつくしまふくしま健康福祉祭第
（全）７～１８/福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１８：３０～２０：３０/Ｒ んピック（全）７～１８/ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１
回すこやか福島ねんりんピック７～ ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/イルカサークル（１Ｃ）１４ 26回すこやか福島ねんりんピッ
ＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
１８/福島ボッチャ愛好会１８～２１ ～１５/バタフライ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０
ク７～１８
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ASC水中(2C)13
二本松カトリック幼稚園（1/2ＡＢ）９：３０～１３：３０/ＩＮＮＯ 川崎幼稚園（全）１１～１２/すみれ（Ａ）１３～１５/ ASC3B体操10～12
ASC太極拳13～15
～15/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/
ＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/スピリッツ（Ｃ）１９～２１ 福島聴力障がい者会（Ｂ）１９～２１
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６
小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０
愛隣幼稚園親子ミニ運動会（全）９～１３/医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部
信夫中学校水泳部（３Ｃ）１０～１２
福島西高校バドミントン部（全）９～１８
Ｉ＆Ａ
平成30年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導
（1/2ＡＢ）１３～１６/ＷＡＮＯドリームズ（Ｃ）１３～１７/メリット5（1/2
なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０
１８～２１
者認定講習会９～１２
ＡＢ）１７～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）１８～２０
ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０

25

木

ASCﾊﾟｿｺﾝ教室（１室）
10～12/13：30～15：30

～２０（Ｂ）２０～２１

木

3

リトルビクス（２室）１１～
１３/ASCﾘﾗｯｸｽﾖｶﾞ(2
室)13:30～15:30

総務課
（２室）９～１７

公認太極拳普及指導員認定１ めだかクラブ（１Ｃ）１０～１２
３～１６
親子で楽しむからだあそび（全）９～１２/ASCﾗｰｼﾞ卓球 リトルビクス１０～１２
ASC水中(2C)10～12
(B)13:30～15:30/こみち体操クラブ（Ｂ）１５～１６（全）１６
かおる会（１Ｃ）１３～１５

24

火

もみの樹ヨガ（２室）９～１
２/庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ
少年団（２室）１５～１９

渡利男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（Ｂ）１８～２１

水

1
2

ｶﾙﾁｬｰ教室「ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ入
門」（２室）９～１２

ASC太極拳10～12/ASCﾋﾟﾗﾃｨｽ12:30～ ASC水中(1C)10～１２(2C)15～17
14:30/ASCﾎﾟﾙﾄﾞﾌﾞﾗ14:30～16:30/福島 新婦人水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２
ボッチャ愛好会１８～２１
バタフライ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０

東北電力鼓響会１３～１６

宿泊施設

ｶﾙﾁｬｰ教室「ﾊﾞﾗの化粧水づくり」（１ ｶﾙﾁｬｰ教室「健康ﾋﾟﾙﾋﾞｽ
室）９～１２/ASCﾊﾟｿｺﾝ教室（１室）10 ﾜｰｸ」（２室）１３～１６
～12/13：30～15：30

第70回春季東北地区高等学校野球福島県大会前期雨天時の開 本宮第一保育所（全）１０～１２/すみれ（Ａ）１３～１ ASC3B体操10～12
会式（悪天候のみ）（全）７～１７/鎌田ｲｰｸﾞﾙｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
５/忍者ナイン（Ａ）１５～１９/福島聴力障がい者会 ASC太極拳13～15
（Ａ）１７～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/スピリッツ （Ｂ）１９～２１
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６
（Ｃ）１９～２１

ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２

和室研修室

ASCﾊﾟｿｺﾝ教室（１室）
10～12/13：30～15：30

医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）１７～１９/鎌田ｲｰｸﾞﾙｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ ワークセンター歩（全）１３～１６/こみち体操クラブ ASCｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ10～12
ﾙｸﾗﾌﾞ（Ｃ）１７～１９/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/ （Ｂ）１６～１８（全）１８～２０（Ｂ）２０～２１
ASC健康ﾋﾞｸｽ13～15
あづまガールズフットサル（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
ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ｃ）１９～２１

会議室

★サービスデー★
国体に向けた強化合宿（全）７～１０

ASC太極拳10～12/ASCﾋﾟﾗﾃｨｽ
ASC水中(1C)10～12(2C)15～17
12:30～14:30/ASCﾎﾟﾙﾄﾞﾌﾞﾗ14:30～ イルカサークル（１Ｃ）１４～１５
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
ASC3B体操10～12
～15/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/
ASC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６ 小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０/すいぷか
（１Ｃ）１８～２１
信夫中学校水泳部（３Ｃ）１０～１２
Ｉ＆Ａ
なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０
１８～２１
ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
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５月

5

ASC手芸10～12/ASC
ウォーキング（2室）13～
15

水

※４月２０日現在（内容は変更することがあります）
５月

6 月
その他

1

あづま総合運動公園月間行事予定表

2018
民家園

せせらぎ桜の広場

あづま球場

こじか保育園（巨石広場）
金 １０～１２：３０

ＡＳＣＧＧ愛好会１３：３０～１５：３０

あづま香りのバラ祭り

2

土

3

日

4

月

5

火

6

ハミングツアー（バラ園）１
水 ３：５５～１４：４０

7

木

8

小浜小学校（ﾄﾘﾑ、巨石）
金 １１：３０～１３

9

土

あづま香りのバラ祭り

ﾙｰﾄｲﾝＢＣリーグ公式戦
７～１９
体験行事「粉ひき・わ あづまちびっ子パーク
ら細工」400人
８～１７
ASC生き生き（A面)13：30～
15：30

10

石田小学校（ﾄﾘﾑ）９：１５ 体験行事「子どもの
日 ～１１：１５（雨天時球場軒 遊び」400人
下、軽運動）

11

月 場）１０～１２/土湯宝生園（バ

12

火

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広
ラ園）１１：３０～１５：４０

14

土湯宝生園（バラ園）１１：
木 ３０～１５：４０

15

梁川認定こども園（巨石、
ﾄﾘﾑ）９：３０～１３（雨天時
金
軽運動、幼児体育室、ｷﾞｬ
ﾗﾘｰ）

16

土

17

第61回福島県中学校体育大会福島支部予選 第61回福島県中学校体育大会福島
会軟式野球競技７～１７
支部予選会軟式野球競技７～１７
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

第61回福島県中学校体育大会福島
支部予選会軟式野球競技７～１７
第61回福島県中学校体育大会福島
支部予選会軟式野球競技７～１７

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ

補助陸上競技場

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
ＮＴＴ回線工事

芝養生・作業のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

第33回全国小学生交流陸上県北地区
予選会６～１７/Ｊ３リーグ公式戦「福島
ユナイテッドＦＣ対グルージャ盛岡」（準
備）１７～２１

第33回全国小学生交流陸上県北地
区予選会６～１７

Ｊ３リーグ公式戦「福島ユナイテッド 東北社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
ＦＣ対グルージャ盛岡」７～１８
９～１８
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・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
（トラックは作業優先のため要確認）
芝緑地管理保守（トラック要確認）

第61回春季県北支部高等学校野球
選手権大会７～１７

芝養生・作業のため利用不可
（トラック可）

芝緑地管理保守（トラック要確認）

ASC生き生き（A面)13：30～
15：30

第61回春季県北支部高等学校野球
選手権大会７～１７

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
（トラックは作業優先のため要確認）

第61回春季県北支部高等学校野球
選手権大会（予備日）
第61回春季県北支部高等学校野球
選手権大会（予備日）

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

第２多目的広場

ポラリスリーグ９～１７

スポーツイベント広場

ミニ多目的広場

庭球場
大会開催日を除く土・日・祝日は
朝６時から利用できます♪

第71回福島県総合体育大会ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ(少年の部)ｼｰﾄﾞ決定
戦７～１７

平成30年度福島県高校体育大
会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技（全面）７～１８

第71回福島県総合体育大会 駐車場保守
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ(少年の部)
ｼｰﾄﾞ決定戦７～１７

平成30年度福島県高校体育大
会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技（全面）７～１８

全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ選手権 第71回福島県総合体育大会ﾗｸﾞ 利用制限保守
ﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ(少年の部)ｼｰﾄﾞ決定
福島県大会９～１８
戦７～１７

1

金

2

土

平成30年度福島県高校体育大
会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技（全面）７～１８

3

日

平成30年度福島県高校体育大
会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技（全面）７～１８

4

月

平成30年度福島県高校体育大
会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技（予備日）

5

火

6

水

7

木

8

金

9

土

10

日

11

月

12

火

13

水

14

木

15

金

９～１７時芝養生・作業のため利用不可（ト
ラックは作業優先のため要確認）ＦＣ．ＭＯ
Ｓアミーゴ１９～２１
９～１７時芝養生・作業のため利用不可（ト
ラックは作業優先のため要確認）ＦＣ．ＭＯ
Ｓアミーゴ１９～２１

第61回春季県北支部高等学校野球
選手権大会７～１７
第61回春季県北支部高等学校野球
選手権大会７～１７

第61回春季県北支部高等学校野球選
手権大会７～１７
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
第61回春季県北支部高等学校野球選
手権大会（予備日）
第61回春季県北支部高等学校野球選
手権大会（予備日）

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

芝養生・作業のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

第61回春季県北支部高等学校野球選
手権大会７～１７
第24回福島市民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘ 第61回春季県北支部高等学校野球選
ｴｰｼｮﾝ祭木球（準備）（全面） 手権大会７～１７
１５～１６
第24回福島市民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘ 第61回春季県北支部高等学校野球選
ｴｰｼｮﾝ祭木球（全面）８～１４ 手権大会７～１７

杉妻小学校（ｻｲｸﾙ、ﾄﾘﾑ、巨石）
９：３０～１１：４５（雨天時ﾒｲﾝｷﾞｬ
ﾘｰ）/飯豊わくわくこども園（ﾄﾘﾑ、
ｻｲｸﾙ）１０～１４（雨天時軽運動、
幼児体育室、ｷﾞｬﾗﾘｰ）/福島市社
会福祉協議会（ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ）１０
～１２

水

利用制限保守

利用制限保守

第61回福島県中学校体育大会福島支
部予選会軟式野球競技７～１７
第61回福島県中学校体育大会福島支
部予選会軟式野球競技７～１７
ASC生き生き（A面)10～12

13

軟式野球場

６月

第44回福島県ﾀｰｹﾞｯﾄｱｰ
ﾁｪﾘｰ選手権大会（東北総
体第2次選考会）９～１８
第44回福島県ﾀｰｹﾞｯﾄｱｰ
ﾁｪﾘｰ選手権大会（東北総
体第2次選考会）９～１８

ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室
８～１７

庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰ 第54回福島県高等学校定時制
ﾂ少年団９～１７
通信制体育大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技
（４面）９～１７
第71回福島県総合体育大会 第3回マンスリーディスク 第54回福島県高等学校定時制
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技成年の ゴルフ大会９：３０～１１：
通信制体育大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技
３０/庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ
部ﾘｰｸﾞ戦７～１７
（４面）９～１７
少年団１２～１７

９～１７時芝養生・作業のため利用不
可（トラックは作業優先のため要確
認）ＦＣ．ＭＯＳアミーゴ１９～２１

電光掲示板下見あり（上田対応）/オリンピック
組織委員会（会議室①）９～２１/福島ボーイ
ズ（屋内１塁）１９～２１

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

９～１７時芝養生・作業のため利用不可（ト
ラックは作業優先のため要確認）南福島ア
ウルズ１９～２１

西木球クラブ木球大会
（準備）（ＡＣ面）１６～１７

オリンピック組織委員会（会議室①）９～ ＡＳＣＧＧ愛好会１３：３０～１５：３０
２１

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
（トラックは作業優先のため要確認）

西木球クラブ木球大会（ＡＣ面）８～１３
/第14回全日本大学木球選手権大会
（準備）（ＡＣ面）１６～１７

全日本ソフトボールテストイベント（仮）
９～２１

第31回県下壮年軟式野球大会県北
予選７～１７

Ｊ３リーグ公式戦「福島ユナイテッド 東北地区大学ｻｯｶｰリーグ
ＦＣ対ＳＣ相模原」（準備）７～２１
９～１８

全日本ソフトボールテスト
イベント（仮）９～２１

ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室
８～１７

第73回国民体育大会少年選手
選考会（全面）８～１７

16

土

日

第14回全日本大学木球選手 全日本ソフトボールテストイベント（仮）
権大会（ＡＣ面）９～１３
９～２１

第31回県下壮年軟式野球大会県北
予選７～１７

Ｊ３リーグ公式戦「福島ユナイテッド 東北地区大学ｻｯｶｰリーグ
ＦＣ対ＳＣ相模原」７～２１
９～１８

全日本ソフトボールテスト
イベント（仮）９～２１

第71回福島県総合体育大会
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技成年の
部ﾘｰｸﾞ戦７～１７

第73回国民体育大会少年選手
選考会（全面）８～１７

17

日

18

月

ASC生き生き（A面)13：30～
15：30

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

全日本ソフトボールテスト
イベント（仮）９～２１

18

月

19

火

19

火

20

水

21

木

22

金

23

土

24

日

25

月

26

火

27

水

28

木

29

金

30

土

20

水

21

木

22

吉子川小学校（巨石広
金 場）１２～１３

ASC生き生き（A面)10～12

23

土

24

日

全日本ソフトボールテストイベント（仮）
９～２１

西木球クラブ木球大会
（準備）（予備日）

全日本ソフトボールテストイベント（仮）
９～２１（マウンド撤去）

ＡＳＣＧＧ愛好会１３：３０～１５：３０

西木球クラブ木球大会
（予備日）

全日本ソフトボールテストイベント（仮）
９～２１（試合）

利用制限保守

第24回福島市民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ祭ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙ大会木球
（ＣＤ面）９：３０～１４：３０

全日本ソフトボールテストイベント（仮）
９～２１（マウンド復旧）

第29回県下児童野球選手権大会県
北予選７～１７

月

あづまＤＧＰ愛好会（Ａ）9：30～11：
30/ASC生き生き（A面)13：30～15：30

芝養生・作業のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

あづまＤＧＰ愛好会
9：30～11：30

全日本ソフトボールテストイベ
ント（仮）９～２１

第61回中学校体育大会県北地区
予選大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ（全面）７～１８

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
みどりの県民カレッジ
（会議室全室）１１～１７

芝養生・作業のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

全日本ソフトボールテスト
イベント（仮）９～２１

第61回中学校体育大会県北地
区予選大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ（予備日）

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

９～１７時芝養生・作業のため利用不
可（トラックは作業優先のため要確
認）ＦＣ．ＭＯＳアミーゴ１９～２１
芝養生・作業のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

全日本ソフトボールテスト
イベント（仮）９～２１

第9回あづま総合運動公園杯
県北ﾏｽﾀｰｽﾞﾃﾆｽ大会
（全面）７～１７
第9回あづま総合運動公園杯
県北ﾏｽﾀｰｽﾞﾃﾆｽ大会（予備日）

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
ＦＭポコ工事１１～
Ｊ３リーグ公式戦「福島ユナイテッド 芝緑地管理保守（トラック要確認）
ＦＣ対ギラヴァンツ北九州」（準備）７
～２１

全日本ソフトボールテスト
イベント（仮）９～２１
全日本ソフトボールテスト
イベント（仮）９～２１

Ｊ３リーグ公式戦「福島ユナイテッド 全国社会人ｻｯｶｰ選手権福島県大会 全日本ソフトボールテスト
ＦＣ対ギラヴァンツ北九州」７～２１ ９～１８
イベント（仮）９～２１

全日本ソフトボールテストイベント（仮）
第106回初任科生ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会
９～２１
１３～１６
全日本ソフトボールテストイベント（仮）
26 火
９～２１
全日本ソフトボールテストイベント（仮）
芝養生・作業のため利用不可
27 水
９～２１
（トラック不可）
ASC生き生き（A面)10～12
全日本ソフトボールテストイベント（仮）
芝養生・作業のため利用不可
28 木
９～２１
（トラック不可）
全日本ソフトボールテストイベント（仮） ＡＳＣＧＧ愛好会１３：３０～１５：３０
北日本学生陸上競技選手権大会
29 金
９～２１
７～１８
ホンダ様ヨガ教室（中央広
第11回あづまカップパークゴ 平成30年マスターズ甲子園福島県大会
北日本学生陸上競技選手権大会
30 土 場キッチンカー）
ルフ大会（準備）（４面）９～１ 交流戦７～１７
７～１８
７
★次回サービスデーは８月２６日（日）です★個人利用が無料になります（体育室（卓球のみ）、室内ﾌﾟｰﾙ（全ｺｰｽ）、体育館ｼｬﾜｰ、体育館・陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、庭球場（全面）、サイクル広場）

25

第106回初任科生ロード
レース大会

吉子川小学校

全日本ソフトボールテストイベント（仮）
９～２１
全日本ソフトボールテストイベント（仮）
９～２１
全日本ソフトボールテストイベント（仮）
９～２１

芝養生・作業のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室
８～１７

利用制限保守

第71回福島県総合体育大会 利用制限保守
オーストリッチＴＣ（１面）９～１２
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技成年の
/コムデ・フィユ（１面）９～１２
部ﾘｰｸﾞ戦７～１７
西いきいきふれあ
い合宿９～２１
西いきいきふれあ
い合宿（後片付け）
西いきいきふれあ
い合宿（後片付け）

全日本ソフトボールテスト
イベント（仮）９～２１
全日本ソフトボールテスト
イベント（仮）９～２１
平成30年度体育・保健体育指導力向 全日本ソフトボールテスト
上研修福島県中央研修９～１６
イベント（仮）９～２１
芝養生・作業のため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）
北日本学生陸上競技選手権大会７～
１８
北日本学生陸上競技選手権大会７～ ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ東北大会９～１７ 小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
１８
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。

福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/ＮＯ
Ｋ．ＴＣ（１面）９～１１/テニ研スポー
ツ少年団（１面）９～１２、１３～１６/
福島環境省ﾃﾆｽ愛好会（２面）１３～
１５

福島ＳＴクラブ（３面）９～１５/テニ研
スポーツ少年団（１面）９～１５

※５月１３日現在（内容は変更することがあります）
６月

6

あづま総合体育館月間行事予定表

2018

月
メインアリーナ

サブアリーナ

体育室

1

金

第64回福島県高等学校体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
（全）９～２１

第64回福島県高等学校体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
（全）９～２１

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

2

第64回福島県高等学校体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
（全）９～２１

第64回福島県高等学校体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
（全）９～２１

Ｉ＆Ａ１８～２１

土

3

日

第64回福島県高等学校体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
（全）９～２１

第64回福島県高等学校体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
（全）９～２１

4

月

5
6

火
水

7

木

8

金

9

土

10

日

11
12

月

第64回福島県高等学校体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技（全）９～１８/ 第64回福島県高等学校体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.Ｆ （全）９～１８
Ｃ（1/2ＢＣ）１９～２１
福島医科大学ハンドボール部（1/2ＡＢ）１７～１９/あづまガールズフット
サル（1/2ＡＢ）１９～２１/ＮＦＣビバーチェ（Ｃ）１９～２１

ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/こみち体操クラ
ブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～１９（Ｂ）１９～２１

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

６月

室内プール

研修室

すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

会１８～２１

飯豊わくわくこども園（Ａ）１０～１４/あづまガールズフットサル 杉妻小学校（全）９：３０～１１：３０/経営企画課（全）１２～
（1/2ＢＣ）１９～２１/清水ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団（Ａ）１９～２１
１６/こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～１９（Ｂ）１９
～２１

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

2

土

3

日

4

月

5
6

火

7

木

8

金

もみの樹ヨガ（２室）９
～１２

9

土

石田小学校（１室）９
～１１

10

日

11
12

月

13

水

ｶﾙﾁｬｰ教室「筆ﾍﾟﾝ」（1室）９～１２/ｶﾙﾁｬｰ
教室「多肉植物を使った壁掛け」（1室）１３
～１６/ASCパソコン教室（1室）10～12/13：
30～15：30

14

木

ｶﾙﾁｬｰ教室「初めての贈り物ﾌﾟﾘ
ｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ教室」（２室）１３～１
６

15

金

日本ヨーガ療法士協
会福島（２室）９～２０

16

土
日

ASCリラックスヨガ（2
室）13：30～15：30

17
18
19
20

水

21

木

ASCリラックスヨガ（2
室）13：30～15：30

ASCウォーキング（2
室）13～14

田島スポーツ少年団女子ソフト
ボール部（１室）１８～１９

小学生初心者水泳教室②（３Ｃ）１０～１２/信夫中
学校水泳部（３Ｃ）１３～１５/なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２
Ｃ）１９～２０/ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０

造園業を学ぼう(２室)９～１７/田島スポー
ツ少年団女子ソフトボール部（１室）１８～１
９

リトルビクス（２室）１１～
１３/ASCリラックスヨガ
（2室）13：30～15：30

火

13

水

14

木

15

金

大笹生支援学校（２Ｃ）１０～１２/福島医療生
協（１Ｃ）１３～１４/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～
２０：３０
ASC太極拳10～12/ASCピラティス12： ASC水中（１C)10～12（２C)15～17/イルカ
子どもハンドボール体験会（全）１８～２１
福島養護学校（全）１０～１２/ASCラージ卓球
（B)13：30～15：30/ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１ 30～14：30/ASCポルドブラ14：30～16： サークル（１Ｃ）１４～１５/福島養護学校（２
30/こみち体操クラブ１７～２１
Ｃ）１４～１６/バタフライ（１Ｃ）１６：３０～１７：
３０
父の夢（２Ｃ）１０～１２/リズムスイミング（１Ｃ）１２～
梁川認定こども園（Ａ）９～１１/忍者ナイン（Ａ）１５～１９ 福島養護学校（全）１０～１２/経営企画課（全）１２～ ASC３B体操１０～１２
１３/ASC水中（２C)13～15/すいぷか（１Ｃ）１７：３０
ASC太極拳１３～１５
/スピリッツ（Ａ）１９～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ） １６/こみち体操クラブ（全）１７～２０
～２０：３０/小学生初心者水泳教室①（３Ｃ）１８～２
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６
１９～２１

ASCパソコン教室（1室）10～
12/13：30～15：30

０

第71回福島県総合体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技県北地区予 第71回福島県総合体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技県北地
選会（全）８～２１
区予選会（全）８～２１

日本3B体操協会福島北支部指導
士研究会９～１７/Ｉ＆Ａ１８～２１

小学生初心者水泳教室②（３Ｃ）１０～１２/な
かよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/ら・なかよ
しｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９：３０～２０：３０

第71回福島県総合体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技県北地区予 第71回福島県総合体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技県北地
選会（全）８～２１
区予選会（全）８～２１
リベルタサッカースクール（Ａ）１６～１８/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）１ ASCラージ卓球（B）13：30～15：30/こみち体操クラ
９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
ブ（Ｂ）１７～２０

日本3B体操協会福島北支部指導
士研究会９～１６/Ｆｉｔ１７～２０
リトルビクス１０～１２/はじめてのフ
ラダンス教室１３～１６

小学生初心者水泳教室②（３Ｃ）１０～１
２/すいぷか（１Ｃ）９～１３
ASC水中（２C)10～12/かおる会（１Ｃ）１
３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７～２０

16

土

17
18
19

日

火

第61回福島県中学校体育大会県北地区予選大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（全）８～２ 第61回福島県中学校体育大会県北地区予選大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（全）８
１
～２１

20

水

第61回福島県中学校体育大会県北地区予選大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ
（全）８～１７/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（Ａ）１９～２１/ＮＦＣビバー
チェ（Ｂ）１９～２１/ジェイム福島ＦＣ（Ｃ）１８～２１

第61回福島県中学校体育大会県北地区予選大会ﾊﾝﾄﾞ
ﾎﾞｰﾙ（全）８～１７/こみち体操クラブ（全）１７～２０

21

木

東北地区大学体育大会バスケットボールの部（準備）
（全）１８～２１

ASCラージ卓球（B)13：30～15：30
東北地区大学体育大会バスケットボールの部
（準備）（全）１８～２１

22

金

東北地区大学体育大会バスケットボールの部
（全）９～２１

東北地区大学体育大会バスケットボールの部
（全）９～２１

23

土

東北地区大学体育大会バスケットボールの部
（全）９～２１

24

日

東北地区大学体育大会バスケットボールの部
（全）９～２１

25
26

月

月

日本3B体操協会福島北支部指
導士研究会（２室）９～１６
ASC英会話（1室）13～15

飯豊わくわくこども園
（２室）１２～１３

第61回福島県中学校体育大会県北地 第61回福島県中学校体育大会県北地区
区予選大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ８～２１
予選大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（２室）８～２１

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/福島ボッチャ愛好会１８～２１
ASC３B体操10～12/ASC太極拳13～
15/ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６/福島
新体操ｸﾗﾌﾞ１７～２０

第61回福島県中学校体育大
会県北地区予選大会ﾊﾝﾄﾞ
ﾎﾞｰﾙ８～１７
ASC水中（１C)10～12（２C)15～17/新婦人 東北地区大学体育大会バス
水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/バタフライ（１ ケットボールの部
Ｃ）１６：３０～１７：３０
（準備）１８～２１
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ASC水中（２ 東北地区大学体育大会バス
C)13～15/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１ ケットボールの部９～２１
３～１４/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

東北地区大学体育大会バスケットボールの部
（全）９～２１

Ｉ＆Ａ１８～２１

なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/ら・ 東北地区大学体育大会 造園業を学ぼう(２室)９～１７
なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
バスケットボールの部９～
２１

東北地区大学体育大会バスケットボールの部
（全）９～２１

Ａｌｏｈａ ｎｕｉ福島９～１５

すいぷか（１Ｃ）９～１３/ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞ
ﾐｰ福島（２Ｃ）１０～１２

管理課（控室①）９～１１/リベルタサッカースクール（Ａ）１６～１８/福島 親子で楽しむからだあそび（全）９～１２/ASCラージ卓球
県立医科大学ハンドボール部（1/2ＢＣ）１７～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ （B）13：30～15：30/西いきいきふれあい合宿（全）１７～２
（1/2ＡＢ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
１

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/かおる会（１Ｃ）１
３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７～２０

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

福島医療生協（１Ｃ）１３～１４/すいぷか 平成30年度体育・保健体育 平成30年度体育・保健体育指導力向
指導力向上研修福島県中央 上研修福島県中央研修（２室）９～１
（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

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/こみち
体操クラブ１７～２１

ASC水中（１C)10～12（２C)15～17/イルカサークル
（１Ｃ）１４～１５/バタフライ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０

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/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

第61回福島県中学校体育大会県北 ｶﾙﾁｬｰ教室「骨盤ゆらぎ
地区予選大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（２室）８～１ 体操」（２室）９～１２
７

27

水

28

木

スピリッツ（Ａ）１９～２１
南福島アウルズ（1/2ＢＣ）１９～２１

29

金

ヨークベニマル労働組合（全）９～１６/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ. ワークセンター歩（全）１３～１５
ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/スピリッツ（Ｃ）１９～２１

ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/ＴＥＡＭ ＥＡＲＴ
Ｈ（Ｂ）１８～２１/福島ボッチャ愛好会（Ａ）１８～２１

東北地区大学体育大会（剣道の部）
東北地区大学体育大会（剣道の部）（全）９～２１
Ｉ＆Ａ１８～２１
ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
（全）９～２１
★次回サービスデーは８月２６日（日）です★個人利用が無料になります（体育室（卓球のみ）、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（全面）、サイクル広場）
土

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

月
火

ASCウォーキング（2
室）13～14

㈱シャポンドゥ（２室）９～１８

あづまＴｅｓｈｉ-ｇｏｔ市場
実行委員会事務局（1
室）１０～１６

22

金

あづまＴｅｓｈｉ-ｇｏｔ市場実行
委員会事務局（1室）１０～１
６/小名浜西リトルフロッグ
ス（1室）１９～２０

23

土

24

日

25
26

月

６

平成30年度体育・保健体育
指導力向上研修福島県中
央研修（2室）９～１６

27

水

ASCパソコン教室（1室）10～
12/13：30～15：30

ASC手芸（2室）10～
12

28

木

29

金

30

土

東北地区大学体育大会バス
ケットボールの部９～２１

研修９～１６

水

ASCパソコン教室（1室）10～
12/13：30～15：30

火
平成30年度体育・保健体育指導力向上研修福島県中央研修 平成30年度体育・保健体育指導力向上研修福島県中央
（全）９～１６/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（Ａ）１９～２１/ＮＦＣビバー
研修（全）９～１６/こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８
チェ（Ｂ）１９～２１/清水サッカースポーツ少年団（Ｃ）１９～２１ ～１９（Ｂ）１９～２１

30

宿泊施設
金

第54回福島県高等学校定時制通信制体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝ 第54回福島県高等学校定時制通信制体育大会卓 Ａｌｏｈａ ｎｕｉ福島９～１５/Ｆｉｔ１７～２ 小学生初心者水泳教室②（３Ｃ）１０～１２/すいぷ
か（１Ｃ）９～１３/信陵中学校水泳部（４Ｃ）１３～１５
ﾄﾝ競技（全）８～１８
球競技（全）８～１８
０
リベルタサッカースクール（Ａ）１６～１８/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ 親子で楽しむからだあそび（全）９～１２
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
（1/2ＡＢ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２ ASCラージ卓球（B）13：30～15：30
ダンス13：30～15：30/福島ボッチャ愛好 ３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７～２０
１

和室研修室

1

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

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/福島新体操ｸﾗﾌﾞ（Ｂ）１ 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
６～１８/ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（Ｂ）１８～２１/福島ボッチャ愛好 30～14：30/ASCポルドブラ14：30～16： 水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/バタフライ（１
会（Ａ）１８～２１
30/こみち体操クラブ１７～２１
Ｃ）１６：３０～１７：３０
大笹生支援学校（２Ｃ）１０～１２/リズムスイミング（１Ｃ）１２
第54回福島県高等学校定時制通信制体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝ 第54回福島県高等学校定時制通信制体育大会卓 ASC３B体操１０～１２
～１３/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/ASC水中
ASC太極拳１３～１５
ﾄﾝ競技（準備）（全）１５～２１
球競技（準備）（全）１５～２１
（２C)13～15/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０/小学生初心
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６
者水泳教室①（３Ｃ）１８～２０
第54回福島県高等学校定時制通信制体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝ 第54回福島県高等学校定時制通信制体育大会卓 サンヨー会９：３０～１１：３0/東北電
ﾄﾝ競技（全）８～２１
球競技（全）８～２１
力鼓響会１３～１６/Ｉ＆Ａ１８～２１

会議室

リズムスイミング（1Ｃ）１２～１３/ASC水中（２ 第64回福島県高等学校体育
C)13～15/小学生初心者水泳教室①（３Ｃ）１ 大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
８～２０/すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30
９～２１
小学生初心者水泳教室②（３Ｃ）１０～１２/信夫中 第64回福島県高等学校体育
学校水泳部（３Ｃ）１３～１５/なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２ 大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
Ｃ）１９～２０/ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０ ９～２１
すいぷか（１Ｃ）９～１３/小学生初心者水泳 第64回福島県高等学校体育
教室②（３Ｃ）１０～１２/信陵中学校水泳部 大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技９～２１
（４Ｃ）１３～１５
ASC水中（２C)10～12/かおる会（１Ｃ）１ 第64回福島県高等学校体育 ASC英会話（1室）13～15
大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技９～１８
３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７～２０

東北地区大学体育大会（ もみの樹ヨガ（１室）１３～１５
剣道の部）９～２１

ホンダ（２室）１０～１３/もみ
の樹ヨガ（２室）１５～１６

火

※５月１６日現在（内容は変更することがあります）
６月

