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

7 月
その他

民家園

せせらぎ桜の広場

あづま球場

軟式野球場

年中行事「たなばた」 第11回あづまｶﾂﾌﾟﾊﾟｰｸｺﾞﾙ 平成30年マスターズ甲子園福島県大会 福島スポーツネット９～１６
体験行事「おりがみ」 ﾌ大会（４面）７～１７
交流戦７～１７

1

日

2
3

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広
月 場）１０～１１

4

水

5

木

6

金

7

土

8

日

9

月

10

火

11

水

ASC生き生き（A面)13：30
～15：30

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

西信中学校１６～１９

平成30年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導
者研修会（第1回）（４面）１
１～１６

西信中学校１６～１９
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

木

13

金

14

土

15

日

16

月

17

火

18

水

19

木

20

金

21

土

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ

補助陸上競技場

北日本学生陸上競技選手権大 北日本学生陸上競技選手権大会
会７～１８
７～１８

７月
第２多目的広場
ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ東北大会９～１７

北日本学生陸上競技選手権大 北日本学生陸上競技選手権大会
会７～１８
７～１８

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１
スポーツイベント広場 ミニ多目的広場

西信中学校１６～１９

第100回全国高等学校野球選手権福島 第100回全国高等学校野球選
県大会（前期）７～１７
手権福島県大会（前期）７～１６
西信中学校１６～１９
第100回全国高等学校野球選手権福島 第100回全国高等学校野球選
県大会（前期）７～１７
手権福島県大会（前期）７～１７
第100回全国高等学校野球選手権福島 第100回全国高等学校野球選
県大会（前期）７～１７
手権福島県大会（前期）７～１７
ASC生き生き（A面)13：30
～15：30

大笹生支援学校（ﾄﾘﾑ）１０～
１１

第71回福島県総合体育大会 第4回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽ 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 ｸｺﾞﾙﾌ大会９：３０ /福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（２面）
部)(ﾘｰｸﾞ戦)７～１７
～１１：３０
１３～１６
西信中学校
１６～１９

第100回全国高等学校野球選手権福島
県大会（前期）７～１７
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
第100回全国高等学校野球選手権福島
県大会（前期）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）

西信中学校
１６～１９

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）

ASC生き生き10～
12/西信中学校１
６～１９
西信中学校
ダンロップ（２面）１０～１６
１６～１９

第33回全国小学生陸上交流福
島県大会６～１８
第33回全国小学生陸上交流福
島県大会６～１８

第33回全国小学生陸上交流福島県
大会６～１８
第33回全国小学生陸上交流福島県
大会６～１８

第100回全国高等学校野球選 芝養生・作業のため利用不可
手権福島県大会（前期）７～１６ （トラック不可）
西信中学校１６～１９

利用制限保守
芝緑地管理保守
全国小学生交流福島県大会入
口への通用保守/利用制限保守
/芝緑地管理保守

利用制限保守
芝緑地管理保守
利用者制限保守
芝緑地管理保守

利用制限保守
利用制限保守

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）

大Ｐ全国大陶器市（準備）
大Ｐ全国大陶器市（準備）

22

大Ｐ全国大陶器市/公園の
達人（ｽﾎﾟｲﾍﾞ法面）
大Ｐ全国大陶器市/公園の
日 達人（ｽﾎﾟｲﾍﾞ法面）

23

月

24

火

25
26

水

27

金

大Ｐ全国大陶器市

吾妻パークゴルフ愛好会
（ＡＣ面）９：３０～１１：３０
第19回福島市ﾃﾞｨｽｸゴルフ
大会（ＣＤ面）９：３０～１４：
３０
あづまＤＧＰ愛好会（Ａ面）
９：３0～１１：３０

福島県還暦野球大会(リーグ戦）８～１４ 福島スポーツネット９～１６
公園の達人（会議室1室）１４～２１
公園の達人（会議室1室）９～１７
福島スポーツネット９～１６
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

西信中学校８～１２

大Ｐ全国大陶器市

福島県スポ＾－ツ課

西信中学校８～１２

大Ｐ全国大陶器市

施設管理課視察予定あり
トーホー産業㈱（屋内３塁）１９～２１
施設管理課視察予定あり
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
施設管理課視察予定あり

西信中学校８～１２

大Ｐ全国大陶器市
大1全国大陶器市

29

大Ｐ全国大陶器市/ふくしま
土 キッズ博/報徳観光（ｻｲｸﾙ、
ﾄﾘﾑ）９：３０～１２
大Ｐ全国大陶器市/ふくしま 体験行事「昔の一
日 キッズ博
日」

30

月 １２/白岩放課後学童ｸﾗﾌﾞ（ﾄﾘﾑ）

大Ｐ全国大陶器市（撤収）/あづ
まＤＧＰ愛好会（木陰広場）１０～

ASC生き生き（A面)13：30
～15：30

西信中学校８～１２

平成30年マスターズ甲子園福島県大会 利用制限保守
交流戦７～１７/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ
（会議室1室）２０～２１
平成30年マスターズ甲子園福島県大会 利用制限保守
交流戦７～１７
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
西信中学校８～１２

月

4

水

5

木

6

金

7

土

8

日

火

10

火

第71回県総合体育大会第73回 第71回県総合体育大会第73回福島 第71回県総合体育大会第73回
福島県選手権大会６～１９
県選手権大会６～１９
福島県選手権大会６～１９

西信中学校
１６～１９

11

水

第71回県総合体育大会第73回 第71回県総合体育大会第73回福島 第71回県総合体育大会第73回
福島県選手権大会６～１９
県選手権大会６～１９
福島県選手権大会６～１９

ASC生き生き10～
12/西信中学校１
６～１９

12

木

第71回県総合体育大会第73回 第71回県総合体育大会第73回福島 第71回県総合体育大会第73回
福島県選手権大会６～１９
県選手権大会６～１９
福島県選手権大会６～１９

13

金

14

土

東北ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ交流大
会９～１７

利用制限保守～
16/西信中学校１
６～１９
利用制限保守
福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/Ｎ
ＯＫ.ＴＣ（１面）９～１１/テニ研
スポーツ少年団（１面）９～１２/
福島環境省ﾃﾆｽ愛好会（２面）
１３～１５ /福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ
ｸﾗﾌﾞ（２面）１３～１６
利用制限保守
白河市表郷中学校（３面）９～１
５

15

日

東北ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ交流大
会９～１７

西郷第一中学校ソフトテニス部
（２面）９～１６

16

月

西信中学校
１６～１９

17

火

第71回県総合体育大会第73回 第71回県総合体育大会第73回福島 第71回県総合体育大会第73回
福島県選手権大会６～１９
県選手権大会６～１９
福島県選手権大会６～１９

ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室８～１７

西信中学校１６～１９

第100回全国高等学校野球選手権福島 第100回全国高等学校野球選
県大会（後期）（予備日）
手権福島県大会（後期）予備日
西信中学校１６～１９
平成30年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導 第100回全国高等学校野球選手権福島 第100回全国高等学校野球選
者研修会（第2回）（４面）１ 県大会（後期）（予備日）
手権福島県大会（後期）予備日
１～１６
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
西信中学校１６～１９

2
3

月

第100回全国高等学校野球選手権福島 第100回全国高等学校野球選 第71回県総合体育大会第73回 第71回県総合体育大会第73回福島 第71回県総合体育大会第73回
県大会（後期）７～１７
手権福島県大会（後期）７～１７ 福島県選手権大会６～１９/トッ 県選手権大会６～１９／トップアス 福島県選手権大会６～１９
プアスリート教室（準備）１９～２ リート教室（準備）１９～２１
１
西木球クラブ木球大会（予 第100回全国高等学校野球選手権福島 第100回全国高等学校野球選 トップアスリート教室８～１６
トップアスリート教室８～１６
備日）/ＡＳＣ生き生き（Ａ
県大会（後期）（予備日）
手権福島県大会（後期）予備日
面）１３：３０～１５：３０
第100回全国高等学校野球選手権福島 第100回全国高等学校野球選手権
福島県大会（後期）７～１６
県大会（後期）７～１７
吾妻パークゴルフ愛好会
（ＡＣ面）９：３０～１１：３０

日

9

第100回全国高等学校野球選手権
福島県大会（前期）７～１６
西信中学校１６～１９

第100回全国高等学校野球選手権福島 第100回全国高等学校野球選
県大会（前期）７～１７
手権福島県大会（前期）７～１６
西信中学校１６～１９
第100回全国高等学校野球選手権福島 第100回全国高等学校野球選
県大会（前期）（予備日）
手権福島県大会（前期）（予備
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
日）
トーホー産業㈱（屋内３塁）１９～２１
西信中学校１６～１９
90第100回全国高等学校野球選手権福 第100回全国高等学校野球選
島県大会（前期）（予備日）
手権福島県大会（前期）（予備
日）
西信中学校１６～１９
西木球クラブ木球大会（準 第100回全国高等学校野球選手権福島 第100回全国高等学校野球選
備）（ＡＣ面）１６～１７
県大会（後期）７～１７
手権福島県大会（後期）７～１７

第71回福島県総合体育大会ソ
フトテニス競技（全面）７～１７
第71回福島県総合体育大会ソ
フトテニス競技（全面）７～１７

1

あづまＤＧＰ愛好
会9：30～11：30/
西信中学校16～
19
西信中学校
１６～１９

西木球クラブ木球大会
（ＡＣ面）８～１３
「海の日」

木

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♪

停電作業あり

火

12

28

あづま総合運動公園月間行事予定表

2018

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）

西信中学校
１６～１９

18

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
（トラックは作業優先のため要確認）

西信中学校
１６～１９

19

木

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
公園の達人

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）
東北地区大学ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
９～１８
芝緑地管理保守
（トラック要確認）

20

金

21

土

22

日

23

月

24

火

25
26

水

27

金

ｹﾝｺｰｶｯﾌﾟ第18回中学高校合
同研修大会（全面）７～１８

28

土

ｹﾝｺｰｶｯﾌﾟ第18回中学高校合
同研修大会（全面）７～１８

29

日

30

月

31

火

公園の達人

2018年度（第21回）東北小学生
中学生ｱｰﾁｪﾘｰ大会９～１９
2018年度（第21回）東北小学生
中学生ｱｰﾁｪﾘｰ大会９～１９

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）

中学生通信陸上大会（準備）
９～１７
中学生通信陸上大会
９～１７
中学生通信陸上大会
９～１７
芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
福島ユナイテッドＦＣプレシーズ
ンマッチ（準備）７～１８

中学生通信陸上大会（準備）
９～１７
中学生通信陸上大会
９～１７
中学生通信陸上大会
９～１７
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）
芝養生・作業のため利用不可
（トラック可）

福島ユナイテッドプレシーズン
マッチ７～１８
芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

福島県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
東北社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
９～１８
９～１８
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）

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
９～１７
小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
９～１７

第61回福島県中学校体育大会
ソフトテニス（全面）７～１９
第61回福島県中学校体育大会
ソフトテニス（全面）７～１９
西信中学校８～１
２/ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽ
ｸｰﾙ１７～１８
西信中学校
８～１２
西信中学校
８～１２
西信中学校
８～１２

福島ユナイテッドＦＣ
９～１３
みちのくＵ-15
９～１７

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
９～１７

利用制限保守

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
９～１７

利用制限保守
西信中学校
８～１２

第61回福島県中学校体育大会
ソフトテニス（全面）７～１９
第61回福島県中学校体育大会
ソフトテニス（全面）７～１９
第61回福島県中学校体育大会
ソフトテニス（予備日）

木

９～１１（雨天時軽運動）

31

火

西信中学校８～１２

★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）

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。

西信中学校
８～１２

※６月１４日現在（内容は変更することがあります）
7月

7

メインアリーナ

1

日

2

月

3
4

火

5

木

6

金

7

土

8

日

9
10

水

月

あづま総合体育館月間行事予定表

2018

月
東北地区大学体育大会（剣道の部）（全）９～２１

サブアリーナ

体育室

室内プール

東北地区大学体育大会（剣道の部）（全）９～２１

リベルタサッカースクール（Ａ）１６～１８/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ ASCラージ卓球（B)13：30～15：30
（1/2ＡＢ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２ ジャド卓球クラブ（Ｂ）１９～２１
１/ＡＳＣ英会話教室（多目的全室）１３～１５

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

７月

すいぷか（１Ｃ）９～１３

研修室

ASC水中（２C）10～12/かおる会Ｉ（１
Ｃ）１３～１５/バタフライ（１Ｃ）１６～１
７/すいぷか（１Ｃ）１７～２０

リトルビクス１０～１２
フラダンス教室１３～１５

会議室

和室研修室

宿泊施設

東北地区大学体育大会（剣
道の部）９～２１
カルチャー教室「多肉植物のテラリ ASCリラックスヨガ（2室）
ウム」（2室）９～１２/あづまの郷
13：30～15：30
ウォーク実行委員会（2室）１３～１６

停電作業
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１
ＮＦＣビバーチェ（Ｃ）１９～２１
平成30年度県総体（体操競技）（全）８～２１
平成30年度県総体（体操競技）（全）８～２１
平成30年度県総体（体操競技）（全）８～２１
平成30年度県総体（体操競技）（全）８～２１

こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～１９（Ｂ） ASCストレッチヨガ10～12
大笹生支援学校（２Ｃ）１０～１２/ 平成30年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導
１９～２１
ASC健康ビクス13～15
すいぷか（1Ｃ）１７：３０～２０：３０ 者認定講習会８～１２
ASC水中（１C)10～12（２C)15～17/大笹生 平成30年度県総体（体操競
平成30年度県総体（体操競技）（全）８～２１
ASC太極拳10～12
支援学校（２Ｃ）１０～１２/新婦人水中ｳｫｰ
ASCピラティス12：30～14：30
技）８～２１
ｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１１/バタフライ（１Ｃ）１６：３
ASCポルドブラ14：30～16：30
０～１７：３０
ASC３B体操10～12/ASC太極拳13～15/ＡＳ ﾘｽﾞﾑｽｲﾐﾝｸﾞ（1Ｃ）１２～１３/ASC水中（２
平成30年度県総体（体操競技）（全）８～２１
平成30年度県総体（体操競
Ｃ太極拳研究会/ジャド卓球クラブ１８～２１
C)13～15/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３
技）８～２１
０
みなみクラブ１５～１９/松川ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽ
なかよしスイミングクラブ（２Ｃ）１９～２０/
平成30年度県総体（体操競技）（全）８～２１
平成30年度県総体（体操競
ﾎﾟｰﾂ少年団１９～２０/庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少 ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
技）８～２１
年団２０～２１
平成30年度県総体（体操競技）（全）８～２１

ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ（Ａ）１６～１８/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2Ａ 親子で楽しむからだあそび（全）９～１２
Ｂ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
ASCラージ卓球（B)13：30～15：30

ＰＬＵＳ１０～１２
空手同好会突蹴会１６～１８
リトルビクス１０～１２/ASC健康体
操＆ダンス13：30～15：30

すいぷか（１Ｃ）９～１３
ASC水中（２C）10～12/かおる会Ｉ（１Ｃ）１３
～１５/バタフライ（１Ｃ）１６～１７/すいぷか
（１Ｃ）１７～２０

ASCパソコン教室（1室）10～
12/13：30～15：30
平成30年度県総体（体操競技） 平成30年度県総体（体
(２室）８～２１
操競技）(２室）８～２１
平成30年度県総体（体操競技）
(２室）８～２１
平成30年度県総体（体操競技）
(２室）８～２１

平成30年度県総体（体
操競技）(２室）８～２１
平成30年度県総体（体
操競技）(２室）８～２１

平成30年度県総体（体操競 平成30年度県総体（体操競技） 平成30年度県総体（体
技）８～２１
(２室）８～２１
操競技）(２室）８～２１
ASC英会話教室（1室）13～15
ASCリラックスヨガ（2室）
13：30～15：30

火

11

水

西部三育幼稚園（全）９～１５/福島県立医科大学ハンドボー こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１７（全）１７～２１
ル部（1/2ＡＢ）１７～１９/あづまガールズフットサル（1/2ＡＢ）
１９～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

12

木

福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１８：３０～２０：３０
ＮＦＣビバーチェ（Ｃ）１９～２１

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

13

金

第71回福島県総合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽﾎﾟ
少、ﾐﾆ)（準備）（全）１８～２１

ワークセンター歩（全）１３～１６/第71回福島県総 ASC３B体操10～12
合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽﾎﾟ少、ﾐﾆ)（準備） ASC太極拳13～15
（全）１８～２１
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６

14

土

第71回福島県総合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽﾎﾟ
少、ﾐﾆ)（全）９～２１

15

日

16
17

月

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

大笹生支援学校（２Ｃ）１０～１２/
すいぷか（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

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

カルチャー教室「天然素材100％で作るｱﾛ
ﾏ虫よけｽﾌﾟﾚｰ」（1室）９～１２/ASCパソコ
ン教室（1室）10～12/13：30～15：30/福島
県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会（1室）１２～１７

福島県シルバー人材セ
ンター連合会（２室）９～
１２

福島県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会（1
ASCウォーキング（2室）
室）９～１７/ASCパソコン教室（1室） 13～15
10～12/13：30～15：30
大笹生支援学校（２Ｃ）１０～１２/ﾘｽﾞﾑｽｲﾐﾝ 第71回福島県総合体育大
第71回福島県総合体育大会ﾊﾞｽ 第71回福島県総合体育大
ｸﾞ（１Ｃ）１２～１３/ASC水中（２C)13～15/水
会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽﾎﾟ
会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽﾎﾟ少、
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽﾎﾟ少、ﾐﾆ)（準
保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/す
少、ﾐﾆ)（準備）（２室）１８～
ﾐﾆ)（準備）１８～２１
備）（２室）１８～２１
いぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０
２１

第71回福島県総合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽ 平成30年度福島県障がい者ｽﾎﾟｵｰ なかよしスイミングクラブ（２Ｃ）１
ﾎﾟ少、ﾐﾆ)（全）９～２１
ﾂ指導員養成講習会１２～１８/Ｉ＆ ９～２０/ら・なたしおん（１Ｃ）１９：
Ａ１８～２１
３０～２０：３０
第71回福島県総合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽﾎﾟ
第71回福島県総合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽ サンヨー会９：３０～１１：３０/平成30年度福島 すいぷか（１Ｃ）９～１３/めだかク
県障がい者ｽﾎﾟｵｰﾂ指導員養成講習会１２～
少、ﾐﾆ)（全）９～１７/メリット５（1/2ＡＢ）１７～１９/福島 ﾎﾟ少、ﾐﾆ)（全）９～２１
ラブ（１Ｃ）１０～１２
１８/空手同好会突蹴会１８～２０
第三中学校（Ｃ）１７～１９
帝京安積高校（全）９～１６（ＢＣ）１６～１７/リベルタサッカー 平成30年度福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員養成 平成30年度福島県障がい者ｽﾎﾟｵｰ ASC水中（２C）10～12/トライアスロンアカ
デミー福島（２Ｃ）１０～１２/すいぷか（１Ｃ）
スクール（Ａ）１６～１８/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）１７～ 講習会（全）９～２１
ﾂ指導員養成講習会９～２１
１７～２０

第71回福島県総合体育大
会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽﾎﾟ少、
ﾐﾆ)９～２１
第71回福島県総合体育大
会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽﾎﾟ少、
ﾐﾆ)９～２１

第71回福島県総合体育大会ﾊﾞｽ
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽﾎﾟ少、ﾐﾆ）（２室）
９～２１
第71回福島県総合体育大会ﾊﾞｽ
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽﾎﾟ少、ﾐﾆ）（２室）
９～２１

第71回福島県総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽ
ﾎﾟ少、ﾐﾆ）（２室）９～２１
第71回福島県総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技(ｽ
ﾎﾟ少、ﾐﾆ）（２室）９～２１

平成30年度福島県障がい者ｽﾎﾟ 平成30年度福島県障がい者ｽﾎﾟｵｰ
ｵｰﾂ指導員養成講習会８～１８ ﾂ指導員養成講習会（２室）８～２１

２１

火

18

水

19

木

20

金

21
22
23
24
25

土

26
27
28
29
30
31

木

日
月
火
水

金
土
日
月
火

ジャイカ東北（全）９～１８/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）
１９～２１/ＮＦＣビバーチェ（Ｃ）１９～２１/青年海外協力協会
（多目的2室）９～１８
ジャイカ東北（全）９～１８/福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１
８：３０～２０：３０/スピリッツ（Ｃ）１９～２１/青年海外協力協
会（多目的2室）９～１８

日

2

月

3
4

火

5

木

6

金

7

土

8

日

9
10

月

11

水

12

木

13

金

14

土

15

日

16
17

月

水

火

火

ASCパソコン教室（1室）10～
12/13：30～15：30

林檎本丸（1室）８～１８/市町村
対抗福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会実行
委員会（1室）１０～１４

18

水

ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/福島県市町村職員 ASC太極拳10～12/ASCピラティス12： ASC水中（１C)10～12（２C)15～17/ 平成30年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導者研修会 ASCパソコン教室（1室）10～
共済労働組合（Ａ）１３～１６（全）１６～１７/ＴＥＡＭ ＥＡ 30～14：30/ASCポルドブラ14：30～16： 新婦人水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１１/ （第2回）８～１２/福島県市町村職員 12/13：30～15：30
共済労働組合１３～１５
ＲＴ（全）１８～２１
30/ジャド卓球クラブ１９～２１
イルカサークル（１Ｃ）１４～１５

ASC手芸（2室）10～
12/ASCウォーキング（2室）
13～15

19

木

20

金

21
22
23
24
25

土

26
27
28
29
30
31

木

ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/こみち体操ク ASCストレッチヨガ10～12
ラブ（Ｂ）１６～１７（全）１７～２１
ASC健康ビクス13～15

すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０ 市町村対抗福島県ソフト
ボール大会実行委員会１０
～１６

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

父の夢（２Ｃ）１０～１２/ﾘｽﾞﾑｽｲﾐﾝｸﾞ（１Ｃ）１
２～１３/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）１７：３０～２０：３０

第61回福島県中学校体育大会バスケットボール
（全）７～２１
第61回福島県中学校体育大会バスケットボール
（全）７～２１
第61回福島県中学校体育大会バスケットボール
（全）７～２１
第61回福島県中学校体育大会バスケットボール
（全）７～２１
帝京安積高校（全）９～１７/あづまガールズフットサル（1/2Ａ ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/こみち体操ク
Ｂ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
ラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～１９（Ｂ）１９～２１
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

公園の達人9～21

夏休み期間のため貸切不可
（７/２１～８/２５）

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）９～２１

ふくしまキッズ博（全）６～２１

ふくしまキッズ博（全）６～２１

ふくしまキッズ博６～２１

第61回福島県中学校体育大会
バスケットボール（２室）７～２１
第61回福島県中学校体育大会
バスケットボール（２室）７～２１
第61回福島県中学校体育大会
バスケットボール（２室）７～２１
第61回福島県中学校体育大会
バスケットボール（２室）７～２１
第61回福島県中学校体育大会 ASCパソコン教室（1室）10～
ｿﾌﾄﾃﾆｽ７～２１（予備日）
12/13：30～15：30
ふくしまキッズ博（準備）９～ ふくしまキッズ博（準備）（２室）９
２１
～２１
ふくしまキッズ博（準備）９～ ふくしまキッズ博（準備）（２室）９
２１
～２１
ふくしまキッズ博６～２１
ふくしまキッズ博（２室）６～２１

ふくしまキッズ博（全）６～２１

ふくしまキッズ博（全）６～２１

ふくしまキッズ博６～２１

ふくしまキッズ博６～２１

ふくしまキッズ博（撤収）９～１０/リトルビクス１
０～１２/ＡＳＣフラダンス教室１３～１５

ふくしまキッズ博（撤収）９～ カルチャー教室「親子で楽しむ
１７
トールペイント」（2室）９～１２

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（Ａ）１９～２１/スピリッツ（Ｂ）１９
～２１/清水サッカースポーツ少年団（Ｃ）１９～２１

1

ジャド卓球クラブ（Ｂ）１９～２１

第61回福島県中学校体育大会バスケットボール
（全）７～２１
第61回福島県中学校体育大会バスケットボール
（全）７～２１
第61回福島県中学校体育大会バスケットボール
（全）７～２１
第61回福島県中学校体育大会バスケットボール
（全）７～２１

ふくしまｷｯｽﾞ博（撤収）（全）９～１７/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ
ふくしまキッズ博（撤収）（全）９～１７
（1/2ＡＢ）１９～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２ 新体操愛好会（全）１７～１９
１

公園の達人9～17
空手同好会突蹴会１７～１９
リトルビクス１０～１２/ASC健康体
操＆ダンス13：30～15：30

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15
ふくしまキッズ博（準備）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）

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。

第61回福島県中学校体育
大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ７～２１
第61回福島県中学校体育
大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ７～２１
第61回福島県中学校体育
大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ７～２１
第61回福島県中学校体育
大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ７～２１

ふくしまキッズ博（２室）６～２１

第61回福島県中学校体育大会
バスケットボール（２室）７～２１
第61回福島県中学校体育大会
バスケットボール（２室）７～２１
第61回福島県中学校体育大会
バスケットボール（２室）７～２１
第61回福島県中学校体育大会
バスケットボール（２室）７～２１

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
ふくしまキッズ博
（２室）６～２１
ふくしまキッズ博
（２室）６～２１
ふくしまキッズ博
（撤収）（２室）９～１７

日
月
火
水

金
土
日
月
火

※６月１６日現在（内容は変更することがあります）
６月

