あづま総合体育館月間行事予定表

2018

9

月

1

土

平成30年度Ｕ-12東北ﾌﾞﾛｯｸ大会（体操競技）
（全）８～２１

平成30年度Ｕ-12東北ﾌﾞﾛｯｸ大会（体操競技）
（全）８～２１

2

日

平成30年度Ｕ-12東北ﾌﾞﾛｯｸ大会（体操競技）
（全）８～２１

メインアリーナ

野田小学校マーチングバンドクラブ（全）９～１８/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯ
Ｎ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/ジェイム福島ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

3

月

4
5

火

6

木

ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
花見屋旅館（全）９～１７/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2Ａ
Ｂ）１９～２１/スピリッツ（Ｃ）１９～２１

7

金

8

土

9

日

10

月

11

火

12
13
14

水

水

木

金

サブアリーナ

体育室

平成30年度Ｕ-12東北ﾌﾞﾛｯｸ大会（体操競技）
（全）８～２１
ASCラージ卓球（B)13：30～15：30
こみち体操クラブ（Ｂ）１７～２１

Ａｌｏｈａ ｎｕｉ福島９～１６
すいぷか（１Ｃ）９～１３
平成30年度Ｕ-12東北ﾌﾞﾛｯｸ大 平成30年度Ｕ-12東北ﾌﾞﾛｯｸ大会
みなみクラブ１６～２０
会（体操競技）８～２１
（体操競技）（２室）８～２１
リトルビクス１０～１２/ASC健康 ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２/かおる会（１Ｃ）１３～
ＡＳＣおもｔなし英会話教室
１５/バタフライ（１Ｃ）１６～１７/すいぷか（１Ｃ）１
体操＆ダンス13：30～15：30
（１室）１３～１５

平成30年度Ｕ-12東北ﾌﾞﾛｯｸ大
会（体操競技）（２室）８～２１

2

日

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

3

月

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

4
5

火

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

6

木

7

金

8

土

9

日

10

月

11

火

12

水

13

木

14

金

15

土

16

日

17

月

18

火

19

水

20

木

第52回福島県高等学校新人テ カルチャー教室「秋のトールペイン
ニス大会７～１８
ト教室」（２室）１３～１６

21

金

TOYOTA GAZOO Racingﾗﾘｰ 第70回日本ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権福島ｽﾃｰ 37TOYOTA GAZOO Racingﾗ
ｼﾞ兼第55回東北総合ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権 ﾘｰﾁｬﾚﾝｼﾞｉｎ福島（２室）９～２１
ﾁｬﾚﾝｼﾞｉｎ福島９～２１

22

土

23

日

24

月

25
26

火

27

木

28

金

29

土

30

日

７～２０

花見屋旅館（全）９～１７/第23回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙチビッ子 すみれ（Ａ）１３～１５/第23回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙチ
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（準備）（全）１７～２１
ビッ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（準備）（全）１７～２１

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

カルチャー教室「ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ
教室」（１室）９～１２

第23回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙチビッ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（全）８～２１

第23回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙチビッ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（全）８～２１

Ｉ＆Ａ１８～２１

第23回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙチビッ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（全）８～１８
Ｂｌｕｅ Ｓｐｉｃａ（全）１８～２１
福島愛隣幼稚園（全）１０～１２
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

第23回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙチビッ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（全）８～１８
親子で楽しむからだあそび（全）９～１２
ASCラージ卓球（B)13：30～15：30

Ａｌｏｈａ ｎｕｉ福島９～１６

平成30年度武道等指導者研修会（全）１２～１６/
こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～１９（Ｂ）
１９～２１
杉田幼稚園（全）９～１２
ASCラージ卓球（B)13：30～15：30
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

18

火

23

日

24

月

25
26

火

27

木

28

水

金

サンヨー会９：３０～１１：３０

福島県サッカー協会（１室）１３～１ もみの樹ヨガ（２室）９～１１
８

すいぷか（１Ｃ）９～１３

うつくしまスポーツルーターズ（２
室）１０～１２/１３～１７
ＡＳＣおもｔなし英会話教室
（１室）１３～１５

すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０
福島市水泳連盟（全）８～９（５Ｃ）９～１０
すいぷか（１Ｃ）９～１３

愛隣幼稚園秋の運動会（全）７:３０～１３:３０/吉井田小学校マー ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２
チングバンド部（全）１４～１９/ジェイム福島ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２ ASCラージ卓球（B)13：30～15：30
１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

ASC水中（２C)10～12
バタフライ（１Ｃ）１６～１７
すいぷか（１Ｃ）１７～２０

伊達小学校（1/2ＡＢ）９～１１、１２～１３/あづまガールズ
フットサル（1/2ＡＢ）１９～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2
ＢＣ）１９～２１/月舘小学校（多目的室）１１～１２
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１
南福島アウルズ（1/2ＢＣ）１９～２１

月舘小学校（全）９：３０～１０：３0/こみち体操クラ ASCストレッチヨガ10～12
ブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～１９（Ｂ）１９～２１
ASC健康ビクス13～15

すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

野田小学校マーチングバンドクラブ（全）１５～１９
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１
スピリッツ（Ｃ）１９～２１
第70回日本ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権福島ｽﾃｰｼﾞ兼第55回東北総合ﾊﾝﾄﾞ
ﾎﾞｰﾙ選手権大会福島県予選会
（全）９～２１
第70回日本ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権福島ｽﾃｰｼﾞ兼第55回東北総合ﾊﾝﾄﾞ
ﾎﾞｰﾙ選手権大会福島県予選会（全）９～１８/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．Ｆ
Ｃ（1/2ＡＢ）１８～２０
めばえ幼稚園運動会（全）７～１４（雨天時）/吉井田小学校マー
チングバンド部（全）１４～１８/ジェイム福島ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２
１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

すみれ（Ａ）１３～１５
杉妻ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）１７～１９

平成30年度福島支部中学校新人総合大会ハンドボール
競技（全）７～２１
平成30年度福島支部中学校新人総合大会ハンドボール
競技（全）７～１７/福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１８:３０
～２０:３０/南福島アウルズ（1/2ＢＣ）１９～２１
西部三育幼稚園（全）９～１６
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１
スピリッツ（Ｃ）１９～２１

第70回日本ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権福島ｽﾃｰｼﾞ兼第55回東北
総合ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会福島県予選会
（全）９～２１
第70回日本ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権福島ｽﾃｰｼﾞ兼第55回東北
総合ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会福島県予選会
（全）９～１８

ASC太極拳10～12/ASB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

Ｉ＆Ａ１８～２１

ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２
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ラージ卓球（B)13：30～15：30
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１
すみれ（Ａ）１３～１５
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３：３０～１５：３０
こみち体操クラブ（Ｂ）１７～２１

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15
ASC太極拳10～12/ASC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

リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ASC水中（２
C)13～15/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０/小
学生初心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０
ドリーム河内Ｊｒ（１Ｃ）１０～１２、１６～１８/福島
県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会（２Ｃ）１４～１６/ら・なた
しおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
福島市水泳連盟（全）８～９（５Ｃ）９～１０（/すい
ぷか（１Ｃ）９～１３/ドリーム河内Ｊｒ（１Ｃ）１０～１
２、１６～１８
ASC水中（２C)10～12
ドリーム河内Ｊｒ（１Ｃ）１０～１２
すいぷか（１Ｃ）１７～２０

土

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

平成30年度武道等指導者研修 カルチャー教室「アロマ万能軟膏みつろ カルチャー教室「骨盤体操」（２
うｸﾘｰﾑ」（２室）９～１２/平成30年度武 室）１３～１６
会１２～１６
道等指導者研修会（２室）１２～１６
ASCパソコン教室（1室）10～
12/13：30～15：30
高校9ﾌﾞﾛｯｸ長身者発掘育成合宿
（東北ﾌﾞﾛｯｸ）平成30年度（公財）全
国高等学校体育連盟ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ専
門部東北ブロック合宿８～２１
高校9ﾌﾞﾛｯｸ長身者発掘育成合宿
（東北ﾌﾞﾛｯｸ）平成30年度（公財）全
国高等学校体育連盟ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ専
門部東北ブロック合宿８～２１
高校9ﾌﾞﾛｯｸ長身者発掘育成合宿
（東北ﾌﾞﾛｯｸ）平成30年度（公財）全
国高等学校体育連盟ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ専
門部東北ブロック合宿８～１６

高校9ﾌﾞﾛｯｸ長身者発掘育成合宿（東北
ﾌﾞﾛｯｸ）平成30年度（公財）全国高等学
校体育連盟ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ専門部東北ブ
ロック合宿（２室）８～２１
高校9ﾌﾞﾛｯｸ長身者発掘育成合宿（東北
ﾌﾞﾛｯｸ）平成30年度（公財）全国高等学
校体育連盟ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ専門部東北ブ
ロック合宿（２室）８～２１
高校9ﾌﾞﾛｯｸ長身者発掘育成合宿（東北
ﾌﾞﾛｯｸ）平成30年度（公財）全国高等学
校体育連盟ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ専門部東北ブ
ロック合宿（２室）８～１６

ふくしま駅伝30回記念イベント
講習会１０～１７

ふくしま駅伝30回記念イベント講習 リトルビクス（２室）１１～１３
会（２室）１０～１７

ASCパソコン教室（1室）10～12、 月舘小学校（２室）１２～１３/リ
13：30～15：30/ＡＳＣ理事会（１室） トルビクス（２室）１３～１６
１３～１５
ASCパソコン教室（1室）10～
ASCウォーキング（2室）13～15
12/13：30～15：30

ASC水中（１C)10～12（２C)15～17/新婦
人水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１１/バダフラ
イ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０

大会福島県予選会９～２１
TOYOTA GAZOO Racingﾗﾘｰ 第70回日本ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権福島ｽﾃｰ 37TOYOTA GAZOO Racingﾗ
ｼﾞ兼第55回東北総合ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権 ﾘｰﾁｬﾚﾝｼﾞｉｎ福島（２室）９～２１
ﾁｬﾚﾝｼﾞｉｎ福島９～２１
大会福島県予選会９～１８

福島農民連産直農業協同組合（２ リトルビクス（２室）１１～１３
室）９～１２

すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０
ASC水中（１C)10～12（２C)15～17
バダフライ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０

福島東稜高校（２室）１９～２１

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/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０/小学生初
心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０

杉妻小学校（２室）１２～１３

第36回福島県マーチングフェスティバル（準備・練 第36回福島県マーチングフェス 福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会（２Ｃ）１４～１
習）（全）９～２１
ティバル（準備・練習）９～２１ ６/ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０/
なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０
第36回福島県マーチングフェスティバル
第36回福島県マーチングフェスティバル
第36回福島県マーチングフェス 福島市水泳連盟（全）８～９（５Ｃ）９～１０
30 日 （全）７～１８
（全）７～１８
ティバル７～１８
すいぷか（１Ｃ）９～１３
★次回サービスデーは10月8日（月）「体育の日」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）

29

第36回福島県マーチングフェスティバル（準備・練習）
（全）９～２１

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

カルチャー教室「ウェーブスト
レッチ」（２室）９～１２

福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会（２Ｃ）１４～１６/ら・
なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０/なかよしｽｲ
ﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０

ASC太極拳10～12/ASBピラティス ASC水中（１C)10～12/（２C)15～17
12：30～14：30/ASCポルドブラ14：
30～16：30/こみち体操クラブ１７～
２１
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ASC水中（２
高校9ﾌﾞﾛｯｸ長身者発掘育成合宿（東北ﾌﾞﾛｯｸ）平成30年 原町第一小学校（全）１１～１３/すみれ（Ａ）１３～ ASC3B体操１０～１２
C)13～15/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３
度（公財）全国高等学校体育連盟ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ専門部東北 １５/福島新体操クラブ（Ａ）１７～２０/こみち体操 ASC太極拳１３～１５
～１４/すいぷか（１Ｃ）１７：３0～２０：３０
ブロック合宿（全）８～２１
クラブ（Ｂ）１７～２１
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６

月

土

リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ＡＳＣ水中（２
Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

リトルビクス１０～１２/ASC健康 ASC水中（２C)10～12
体操＆ダンス13：30～15：30
かおる会（１Ｃ）１３～１５
バダフライ（１Ｃ）１６～１７

17

22

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 ASCウォーキング（2室）13～15
～15：30/カルチャー教室「宝石石けん
&アロマ入浴剤づくり」（１室）９～１２

16

金

すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

ASC太極拳10～12/ASBピラティス12：30 ASC水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/新婦人
～14：30/ASCポルドブラ14：30～16：30/ 水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１１/バタフライ（１Ｃ）１
こみち体操クラブ１７～２１
６：３０～１７：３０

ASCパソコン教室（多目的室1室）10～12、13：30～15：30
あづまガールズフットサル（1/2ＡＢ）１９～２１
南福島アウルズ（1/1ＢＣ）１９～２１
福島愛隣幼稚園（全）１０～１２
福島Ｊｒハンドボールクラブ（1/2ＡＢ）１８：３０～２０：３０
スピリッツ（Ｃ）１９～２１

宿泊施設
土

高校9ﾌﾞﾛｯｸ長身者発掘育成合宿（東北ﾌﾞﾛｯｸ）平成30年 ふくしまアカリトライブ2018
度（公財）全国高等学校体育連盟ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ専門部東北 開場１７：３０ 開園１８：００
ブロック合宿（全）８～１６/Ｂｌｕｅ Ｓｐｉｃａ（全）１６～２１

21

和室研修室

1

日

20

会議室

平成30年度Ｕ-12東北ﾌﾞﾛｯｸ大
会（体操競技）（２室）８～２１

土

木

研修室

平成30年度Ｕ-12東北ﾌﾞﾛｯｸ大 平成30年度Ｕ-12東北ﾌﾞﾛｯｸ大会
会（体操競技）８～２１
（体操競技）（２室）８～２１

15

水

室内プール
福島県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ協会（４Ｃ）９～１０/福島県障がい者ｽ
ﾎﾟｰﾂ協会（２Ｃ）１４～１６/ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０
～２０：３０/なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０

高校9ﾌﾞﾛｯｸ長身者発掘育成合宿（東北ﾌﾞﾛｯｸ）平成30年 福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導者協議会県北ｽﾎﾟｰﾂ 東北電力鼓響会１０～１３
度（公財）全国高等学校体育連盟ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ専門部東北 教室（全）８～１３/ふくしまアカリトライブ2018（準 みなみクラブ１４～１８
ブロック合宿（全）８～２１
備）（全）１３～２１
Ｉ＆Ａ１８～２１

19

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

9月

第36回福島県マーチングフェス 第36回福島県マーチングフェス
ティバル（準備・練習）９～２１ ティバル（準備・練習）（２室）９～２
１
第36回福島県マーチングフェス 第36回福島県マーチングフェス
ティバル７～１８
ティバル（２室）７～１８

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
杉妻小学校（２室）１２～１３/カ
ルチャー教室「健康体操」（２
室）１３～１６
第36回福島県マーチングフェス
ティバル（準備・練習）（２室）９
～２１
第36回福島県マーチングフェス
ティバル（２室）７～１８

水

水

※８月１６日現在（内容は変更することがあります）

9月

9 月

2018
その他

1

福島県トライアスロン協会ス
ポーツキッズ発掘事業体験会
土 （多目的広場外周）１０～１２

2

日

3

月

4

民家園

2017
せせらぎ桜の広場

あづま球場

西方部親善木球大会あづま ﾙｰﾄｲﾝBCﾘｰｸﾞ公式戦
杯木球大会（全面）７～１７
「福島ホープス対群馬」７～１９

年中行事「おつきみ」 西方部親善木球大会あづま
杯木球大会（予備日）

あづま総合運動公園月間行事予定表
軟式野球場

9月

補助陸上競技場

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ

第47回福島県野球連盟会長旗 Ｊ３公式戦「福島ユナイテッドＦＣ対セレッソ 流通経済大学陸上部
争奪軟式野球大会県北予選
大阪Ｕ－２３」（準備）７～２１
（トラックのみ）９～１３
７～１７

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

第13回シブヤカップアー
チェリー大会８～１７

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
９～１７

テニ研スポーツ少年団（１
面）９～１２/福島ＳＴクラブ
（２面）９～１２

第13回シブヤカップアー
チェリー大会８～１８

ラグビー教室
８～１６

オーストリッチＴＣ（１面）９～
１２/ＦＧテニス班（２面）９～
１２

1

土

2

日

3

月

Ｊ３公式戦「福島ユナイテッドＦＣ対セレッソ 福島県社会人サッカーリーグ
大阪Ｕ－２３」７～２１
９～１７

火

第47回福島県野球連盟会長旗
争奪軟式野球大会県北予選
７～１７
第70回秋季東北地区高等学校野球福島 第70回秋季東北地区高等学校
県大会県北支部予選７～１７
野球福島県大会県北支部予選
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
９～１４
第70回秋季東北地区高等学校野球福島 第70回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会県北支部予選（予備日）
県大会県北支部予選（予備日）

第61回福島県中学校体育大会県北地区 第61回福島県中学校体育大会県北
予選大会（駅伝競走）９～１７
地区予選大会（駅伝競走）９～１７

西信中学校
１６～１９

4

火

5

福島リトルシニアチーム
（屋内１、３塁）１９～２１

西信中学校１６～１９

水

第61回福島県中学校体育大会県北地区 第61回福島県中学校体育大会県北
予選大会（駅伝競走）６～１７
地区予選大会（駅伝競走）６～１７

西信中学校
１６～１９

5

水

6

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

西信中学校１６～１９

木

第61回福島県中学校体育大会県北地区 第61回福島県中学校体育大会県北
予選大会（駅伝競走）（予備日）
地区予選大会（駅伝競走）（予備日）

6

木

7

福島県ﾃﾞｨｰﾗｰｽﾞ中古車まつり
金 （準備）

ASC生き生き10～
12/西信中学校１６
～１９
ＡＳＣＧＧ愛好会１３：
３０～１５：３０/西信
中学校１６～１９

7

金

8

土

9

日

10

月

11

火

12

水

13

木

14

金

15

土

16

日

17

月

18

火

19

水

20

木

21

金

ASC生き生き
（A面)13：30～15：30

/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）

西信中学校１６～１９

芝緑地管理作業（オーバーシード）
佐原小学校（雨天時室内走路）１３：３０～
１５：３０
第12回市町村対校福島県軟式野球大会 第47回福島県野球連盟会長旗 芝緑地管理作業（オーバーシード）
７～１７
争奪軟式野球大会県北予選
造園技術を学ぼう（会議室③）９～１５
６：３０～１７

佐原小学校（トラックのみ）
１３：３０～１５：３０

酪農まつり（準備）（木陰広場）/
福島県ﾃﾞｨｰﾗｰｽﾞ中古車まつり/
土 佐久山地区公民館（ﾄﾘﾑ）１２：１
０～１４

もみの樹ヨガ
（自由利用）６～８

管理課作業保守
利用制限保守

第12回市町村対校福島県軟式野球大会 第47回福島県野球連盟会長旗 全国障がい者スポーツ大会練習会９～１ 芝緑地管理保守
７～１７
争奪軟式野球大会県北予選
２
７～１７
以降管理課作業（オーバーシード）

10

酪農まつり（木陰広場）１０～１５
/福島県ﾃﾞｨｰﾗｰｽﾞ中古車まつり
日
/杉田幼稚園（ﾄﾘﾑ）１０～１２
（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）
福島県ﾃﾞｨｰﾗｰｽﾞ中古車まつり
月
（撤収）

ASC生き生き
（A面)13：30～15：30

芝緑地管理課作業（オーバーシード）

11

火

みどりの県民カレッジ（会議室２室）１１～ 西信中学校１６～１９
１７/福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
西信中学校１６～１９

12

水

13

杉田幼稚園（ﾄﾘﾑ）１０～１２（雨
木 天時体育館2階ﾎｰﾙ）

管理課作業保守

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

芝緑地管理作業（オーバーシード）
総務課（会議室①②）９～１７
芝緑地管理作業（オーバーシード）
総務課（会議室①②）９～１７

15

松川小学校（ﾄﾘﾑ）９：３０～１１/
金 原町第一小学校）（ﾄﾘﾑ）１１～１
２（雨天時体育館2階ﾎｰﾙ）
くるみ保育園（ﾋﾟｸﾆｯｸ広場、幼
土 児体育室）９：３０～１１：３０

第17回日本オープン木球国
際選手権大会（準備）（全面）
１５～１７
第17回日本オープン木球国
際選手権大会（全面）９～１７

16

日

第17回日本オープン木球国 第70回秋季東北地区高等学校野球福島 第70回秋季東北地区高等学校 Ｊ３公式戦「福島ユナイテッドＦＣ対ＡＣ長
際選手権大会（全面）９～１５ 県大会（前期）７～１７
野球福島県大会（前期）７～１７ 野パルセイロ」７～１８

17

月

18

火

8
9

14

19

管理課作業保守

「敬老の日」

ASC生き生き
（A面)13：30～15：30

中島小学校（ﾄﾘﾑ）

月舘小学校（ﾄﾘﾑ）９：３０～１１/
伊達小学校（ﾄﾘﾑ、巨石、木陰
水
広場）９～１３：３０（雨天時軽運
動室、体育館2階ﾎｰﾙ）
鳥川小学校（ﾄﾘﾑ）９～１１：３０

20

木

21

金
管理課作業保守

22

TOYOTA GAZOO Racing ﾗﾘｰ
土 ﾁｬﾚﾝｼﾞｉｎ福島（準備）

23

「秋分の日」TOYOTA GAZOO
日 Racing ﾗﾘｰﾁｬﾚﾝｼﾞｉｎ福島

24

月

TOYOTA GAZOO Racing ﾗ
ﾘｰﾁｬﾚﾝｼﾞｉｎ福島
（全面）６～１９
ASC生き生き
（A面)13：30～15：30

25

火

管理課作業保守

「振替休日」

26

水

27

木

28
29
30

西信中学校１６～１９

年中行事「稲刈り脱 吾妻パークゴルフ愛好会
穀収穫祭」
（AC面）９：３０～１１：３０
東北の民俗芸能「鮭
川歌舞伎」１３：３０開
演

芝養生・作業のため利用不可
（トラックのみ可）

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

信夫地区体育協会育成部少年
サッカー教室
９～１７

福島ＳＴクラブ（２面）９～１２
/福島北高校ﾃﾆｽ部（２面）９
～１２（３面）１２～１６/テニ
研スポーツ少年団（１面）１３
～１５
福島北高校ﾃﾆｽ部（３面）９
～１２（４面）１２～１７/オー
ストリッチＴＣ（１面）９～１２

ラグビー教室
８～１６

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
西信中学校
１６～１９
西信中学校
１６～１９
ASC生き生き10～
12/西信中学校１６
～１９
ＡＳＣＧＧ愛好会１３：
３０～１５：３０/西信
中学校１６～１９

芝緑地管理作業（オーバーシード）

第70回秋季東北地区高等学校野球福島 第70回秋季東北地区高等学校 芝養生・作業のため利用不可
県大会（前期）７～１７
野球福島県大会（前期）７～１６ （トラック不可）
/西信中学校１６～１９
総務課（会議室①②）９～１７
第70回秋季東北地区高等学校野球福島 第70回秋季東北地区高等学校 Ｊ３公式戦「福島ユナイテッドＦＣ対ＡＣ長
県大会（前期）７～１７
野球福島県大会（前期）７～１７ 野パルセイロ」（準備）７～１８

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）
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
（トラックは作業優先のため要確認）
東北地区サッカーリーグ
９～１７
利用制限保守

東北社会サッカーリーグ
９～１８

第70回秋季東北地区高等学校野球福島 第70回秋季東北地区高等学校 マスターズ駅伝（トラックのみ）７～１３/ふ ポラリスリーグ９～１７
ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ
県大会（前期）７～１７
野球福島県大会（前期）７～１７ くしま駅伝30回記念イベント（トラックのみ）
９～１６
１３～１７
第70回秋季東北地区高等学校野球福島 第70回秋季東北地区高等学校野球 芝緑地管理作業（オーバーシード）
福島県大会（前期）（予備日）
県大会（前期）（予備日）
第70回秋季東北地区高等学校野球福島 第70回秋季東北地区高等学校 芝緑地管理作業（オーバーシード）
芝養生・作業のため利用不可
県大会（前期）（予備日）
野球福島県大会（前期）（予備 芝職人養成研修会（会議室①②）９～１７ （トラックは作業優先のため要確認）
日）/西信中学校１６～１９
総務課（会議室③）９～１７

芝緑地管理保守
ラグビー教室
８～１６

リベルタサッカース
クール１７～１８

第53回県北地区高等学校総合体育
大会兼第62回福島県高等学校体育
大会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技県北地区大
会７～１７

福島市中学生Ｓﾘｰｸﾞ2018
（第4ステージ）
（全面）８～１７
福島市中学生Ｓﾘｰｸﾞ2018
（第4ステージ）
（全面）８～１７
福島北高校ﾃﾆｽ部
（４面）９～１７

西信中学校
１６～１９
西信中学校
１６～１９

第70回秋季東北地区高等学校野球福島 第70回秋季東北地区高等学校 芝緑地管理課作業（オーバーシード）
県大会（前期）（予備日）
野球福島県大会（前期）（予備 ウォーキング教室（会議室①）９～１２/県
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
日）/西信中学校１６～１９
北高体連ラグビー専門部（会議室①②）１
５～１７/総務課（会議室③）９～１７
オリンピック組織委員会（会議室１）９～２ 西信中学校１６～１９
芝緑地管理作業（オーバーシード）
１/商工会まちづくり会議(会議室３塁)９～
総務課（会議室③）９～１７/県北高体連ラ
１７
グビー専門部（会議室①②）１５～１７

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）

第53回県北地区高等学校総合体育 ASC生き生き10～
大会兼第62回福島県高等学校体育 12/西信中学校１６
大会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技県北地区大 ～１９
会７～１７

市内小学生陸上練習会場
（トラックのみ）９～２１

ＡＳＣＧＧ愛好会１３： 第52回福島県高等学校新
３０～１５：３０/西信 人ﾃﾆｽ選手権大会
中学校１６～１９
（全面）７～１８

ﾙｰﾄｲﾝBCﾘｰｸﾞチャンピオンシップ
７～１９

利用制限保守

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

東北地区大学ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ９～１７

第53回県北地区高等学校総合体育
大会兼第62回福島県高等学校体育
大会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技県北地区大
会７～１７
第53回県北地区高等学校総合体育
大会兼第62回福島県高等学校体育
大会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技県北地区大
会７～１７

第52回福島県高等学校新
人ﾃﾆｽ選手権大会
（全面）７～１８

22

土

ﾙｰﾄｲﾝBCﾘｰｸﾞチャンピオンシップ
７～１９

利用制限保守

芝養生・作業のため利用不可
（トラック可）

利用制限保守

TOYOTA GAZOO
第52回福島県高等学校新
Racing ﾗﾘｰﾁｬﾚﾝｼﾞｉｎ福 人ﾃﾆｽ選手権大会
島６～１９
（全面）７～１８

23

日

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
福島県サッカー協会（会議室全室）９～１
７

ポラリスリーグ９～１７

TOYOTA GAZOO Racing ﾗﾘｰ
ﾁｬﾚﾝｼﾞｉｎ福島
６～１９
小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
９～１７

めばえ幼稚園運動会７ オーストリッチＴＣ
～１４/リベルタサッカー （１面）９～１２
スクール１７～１８

24

月

25

火

26

水

27

木

28

金

29

土

30

日

第47回福島県野球連盟会長旗
争奪軟式野球大会県北予選
７～１７
平成30年度福島支部中学校新人総合大 平成30年度福島支部中学校新
会軟式野球競技７～１７
人総合大会軟式野球競技
７～１７
吾妻パークゴルフ愛好会（Ａ 平成30年度福島支部中学校新人総合大 平成30年度福島支部中学校新
Ｃ面）９：３０～１１：３０/ＪＡふ 会軟式野球競技７～１７
人総合大会軟式野球競技
くしま未来ミニゴルフ大会（準
７～１７
備）（ＡＣ面）１３～１７
ＪＡふくしま未来ミニゴルフ大 平成30年度福島支部中学校新人総合大 平成30年度福島支部中学校新
会（ＡＣ面）７～１７
会軟式野球競技７～１７
人総合大会軟式野球競技
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
７～１７
ＪＡふくしま未来ミニゴルフ大
会（予備日）

杉妻小学校（ﾄﾘﾑ、巨石広場）１ 杉妻小学校/福島第
２～１４（雨天時軽運動室）/福 二小学校
金
島第二小学校（巨石広場）１１：
１５～１２：１０（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）
旧広瀬座事業（準備） 管理課作業保守
土

日

西信中学校１６～１９

あづまＤＧＰ愛好会１０
～１２/リベルタサッカー
スクール１７～１８

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）

ﾙｰﾄｲﾝBCﾘｰｸﾞチャンピオンシップ
（予備日）

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
９～１７
福島県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
９～１８

利用制限保守

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
（トラックも不可）

六郷町老人会１５～
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
（トラックも不可）

ASC生き生き
10～12

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

福島市役所学校教育課
（トラック・幅跳び）９～２１

ＡＳＣＧＧ愛好会１３：
３０～１５：３０

第12回市町村対校福島県軟式野球大会 第47回福島県野球連盟会長旗 芝養生・作業のため利用不可
福島市役所学校教育課
７～１７
争奪軟式野球大会県北予選
（トラック不可）
（トラック・幅跳び）９～２１
６：３０～１７
造園技術を学ぼう（会議室③）９～１５
第12回市町村対校福島県軟式野球大会 第47回福島県野球連盟会長旗 全国障がい者スポーツ大会練習会９～１ 東北社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ９～１８
７～１７
争奪軟式野球大会県北予選
４
６：３０～１７

★次回サービスデーは１０月８日（月）「体育の日」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。

ラグビー教室
８～１７
福島県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
９～１８

東北地区大学ラグビーリーグ戦
９～１６

テニ研スポーツ少年団（１
面）９～１２/福島ＳＴクラブ
（２面）９～１２
第6回マンスリーディ オーストリッチＴＣ（１面）９～
スクゴルフ大会９：３ １２/ＴＴＣ（１面）９～１２
０～１１：３０

※８月１５日現在（内容は変更することがあります）
９月

10

メインアリーナ

1

月

第61回福島県中学校体育大会（駅伝競走）（準備）
（全）８～２１

2

火

第61回福島県中学校体育大会（駅伝競走）
（全）６～２１

3

水

4

木

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

あづま総合体育館月間行事予定表 10月

2018

月

サブアリーナ
第61回福島県中学校体育大会（駅伝競走）（準備）
（全）８～２１

第61回福島県中学校体育大会（駅伝競走）
（全）６～２１
第61回福島県中学校体育大会（駅伝競走）（全）６～１７/ＩＮＮＯＶＡ 第61回福島県中学校体育大会（駅伝競走）（全）６～１７
ＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ（Ｃ）１９～２１
こみち体操クラブ（Ｂ）１７～１８（全）１８～１９（Ｂ）１９～２１
福島Ｊｒハンドボールクラブ（1/2ＡＣ）１８：３０～２０：３０
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３：３０～１５：３０
スピリッツ（Ｃ）１９～２１

5

金

第17回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会（準備）
（全）１２～２１

第17回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会（準備）
（全）１２～２１

6

土

第17回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会（全）８～１７
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（全）１７～２１

第17回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会（全）８～１７
ＦＵＹＯクラブ（全）１７～２１

7

日

8

月

9

火

10

水

11

木

体育室
リトルビクス１０～１２
ASC健康体操＆ダンス13：30～15：30

室内プール

会議室

ASC水中（２C）10～12/かおる会（１Ｃ）１ 第61回福島県中学校体育大 総務課（２室）９～１２
３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７～２０
会（駅伝競走）（準備）８～２１ ＡＳＣおもてなし英会話（Ｂ）１３～１５

体育器具点検
ASCストレッチヨガ10～12/ASC健康ビク
ス13～15/フラレイラニカイ１８～２１
ASC太極拳10～12/ASCピラティス12：30 ASC水中（１C)10～12（２C)15～17/新婦人水
～14：30/ASCポルドブラ14：30～16：30/ 中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/イルカサークル（１
Ｃ）１４～１５/バタフライ（1Ｃ）１６：３０～１７：３
こみち体操クラブ１７～２１

０/医大水泳部（２Ｃ）１８～２０
ASC３B体操10～12/第17回福島県特別 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
支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会（準備）１２～２１
/小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０
第17回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会 信夫中学校水泳部（２Ｃ）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）
８～１７/みなみクラブ１７～２１
１９：３０～２０：３０

わかば幼稚園運動会（全）７～１２/県聴力障がい女子バ
三県（宮城山形福島）車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交流試合（全）９ サンヨー会９：３０～１１：３０/空手同好会
レー部（Ａ）１２～１７/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１８～２ ～１８/みなみクラブ（Ｂ）１８～２１
突蹴会１６～１８
０
第33回県中学校新人大会県北地区大会（長沢杯）（全）７～１７/福 親子で楽しむからだあそび（全）９～１２
☆サービスデー☆
島立医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）１７～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ ASCラージ卓球（B)13：30～15：30

研修室

第61回福島県中学校体育大
会（駅伝競走）６～２１
第61回福島県中学校体育大
会（駅伝競走）６～１７

和室研修室

宿泊施設

健美体ウォーキング（２室）１０～１
２/ASCリラックスヨガ（2室）13：30
～15：30

1

月

2

火

3

水

4

木

5

金

6

土

7

日

8

月

9

火

10

水

11

木

12

金

13

土

14

日

あづまの郷ｳｫｰｸ大会実行委員会
（２室）１２～１６

福島県少林寺拳法研修会
９～１６
健美体ウォーキング（２室）１０
～１２

15

月

経営企画課（～11/4）

経営企画課（～11/4）

16

火

17

水

18

木

19

金

20

土

21

日

22

月

23

火

24

水

25

木

26

金

27

土

28

日

29

月

30

火

31

水

第61回福島県中学校体育大会（駅伝
競走）(２室）６～２１
第61回福島県中学校体育大会（駅伝
競走）（２室）６～１７
ASCウォーキング（2室）13～14

第17回福島県特別支援学校 第17回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大 第17回福島県特別支援学校ｽ
ｽﾎﾟｰﾂ大会（準備）１２～２１ 会（準備）（２室）１２～２１
ﾎﾟｰﾂ大会（準備）（２室）１２～２
１
第17回福島県特別支援学校 第17回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大 第17回福島県特別支援学校ｽ
ｽﾎﾟｰﾂ大会８～１７
会（２室）８～１７
ﾎﾟｰﾂ大会（２室）８～１７

福島市水泳連盟（全）８～１０/信夫中学
校水泳部（２Ｃ）１０～１２/すいぷか（１Ｃ）
１０～１４
☆サービスデー☆

（1/2ＡＢ）１９～２１

体育器具点検
吉井田小学校マーチングバンド部（全）１３～１９/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ（Ａ） 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
１９～２１/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ｂ）１９～２１/清水ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ
ス13～15
少年団（Ｃ）１９～２１
ASC太極拳10～12/ASCピラティス12：30～
福島愛隣幼稚園（全）９～１２
ASCラージ卓球（B)13：30～15：30
14：30/ASCポルドブラ14：30～16：30/こみち
子どもハンドボール体験会（全）１８～２１
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１
体操クラブ１７～２１

桔梗保育園（1/2ＡＢ）１１～１４
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１

12

金

13

土

14

日

福島県フットサルリーグ２部３部（全）８～１７
Ｂｌｕｅ Ｓｐｉｃａ（全）１７～２１

15

月

ＡＳＣおもてなし英会話（多目的室①②）１３～１５/野田小学校マーチングバ
ンドクラブ（全）９～１６/リベルタサッカースクール（Ａ）１６～１８/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/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/Ｉ
ＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

16

火

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（全）９～２１

17

水

18

木

19

金

20

土

21

日

22

月

福島医療生協（１Ｃ）１３～１４/すいぷか
（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

ASCパソコン教室
（Ｂ）10～12/13：30～15：30

ＡＳＣ水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/バタ
フライ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０/医大水泳部（２
Ｃ）１８～２０
醸芳幼稚園（全）９：３０～１１：３０/すみれ（Ａ）１３～１５/福 ASC３B体操10～12/ASC太極拳13～15/ リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/水保水中
風俗営業管理者に対する法
島新体操クラブ（Ｂ）１７～２１
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６/チームＡ． ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１Ｃ）１３～１４/ＡＳＣ水中（２ 令講習１２～１７
Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３
Ｔ．Ｃ１９～２１
０/小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０
福島市水泳連盟（全）８～１０/なかよしｽｲﾐﾝｸﾞ
みちのくリーグ戦ｼｯﾃｲﾝｸﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ福島大会（全）９～１８ 空手同好会突蹴会１６～１８
ｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/ら・なたしおん（１Ｃ）１９：
ＦＵＹＯクラブ（全）１８～２１
３０～２０：３０

県支部バレーボール大会（全）９～１６
信陵女子バスケットボールクラブ（全）１７～２０
清水小学校（全）９～１３/ASCラージ卓球（B)13：30～15：
30/こみち体操クラブ（Ｂ）１７～２１

福島県少林寺拳法研修会
９～１６
リトルビクス１０～１２/ASC健康体操＆ダ
ンス13：30～15：30

信夫中学校水泳部（２Ｃ）１０～１２/すい
ぷか（１Ｃ）１０～１４
ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２/かおる会（１Ｃ）
１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７～２０
経営企画課（～11/4）

体育器具点検

ASCパソコン教室
（Ｂ）10～12/13：30～15：30

ＡＳＣ手芸（２室）１０～１２/ＡＳ
Ｃウォーキング（２室）１３～１４

ＡＳＣパソコン教室（多目的室①②）１０～１２、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 すいぷか（１Ｃ）１７：３0～２０：３０
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/福島県立医科大学ﾊﾝ
ス13～15
ﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＢＣ）１７～１９/あづまガールズフットサル（1/2ＡＢ）１
９～２１/ジェイム福島ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
ＡＳＣパソコン教室（多目的室①②）１０～１２、１３：３０～１５：３０/ 平田幼稚園（Ｂ）１０：３０～１１：３０/ASCラージ卓球（B)13：30～
ASC太極拳10～12/ASCピラティス12：30～
野田小学校（全）９～１３/ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（Ａ）１８～２１/スピリッツ 15：30/福島ボッチャ愛好会（Ａ）１８～２１/みなみクラブ（Ｂ）１８～ 14：30/ASCポルドブラ14：30～16：30/こみち
（Ｂ）１９～２１/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ（Ｃ）１９～２１
２１
体操クラブ１７～２１
開南幼稚園（全）１０～１４/オーパーツカップ南東北フットサ すみれ（Ａ）１３～１５/忍者ナイン（Ａ）１５～１９/こみち体操 ASC３B体操10～12/ASC太極拳13～15/ＡＳ
Ｃ太極拳研究会１５～１６/チームＡ．Ｔ．Ｃ１９
ルリーグ（準備）（全）１８～２１
クラブ（Ｂ）１７～２１
～２１

ＡＳＣ水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/バタ
フライ（１Ｃ）１６：３０～１７：３0/医大水泳部（２
Ｃ）１８～２0
リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ＡＳＣ水中（２
Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３
0/小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０

オーパーツカップ南東北フットサルリーグ
（全）９～２１
オーパーツカップ南東北フットサルリーグ
（全）９～２１

2018年度太極拳初段技能検定試験（全）８：３０～１８
東北電力鼓響会１３～１６/みなみクラブ なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/ら・
信陵女子バスケットボールクラブ（全）１８～２１
１６～２０
なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
福島市水泳連盟（全）８～１０/めだかクラブ（１
ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２/誠友ミニバスケ（全）１２～１５/ 空手同好会突蹴会１６～１８
Ｃ）１０～１２/すいぷか（１Ｃ）１０～１４
みなみクラブ（Ｂ）１５～１９
吉井田小学校マーチングバンド部（全）９～１７/福島県立医科大学 親子で楽しむからだあそび（全）９～１２/野田小学校（全）１
ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２/かおる会（１Ｃ） 健康講演会１２～１６
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）１７～１９/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９ ２～１３/ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/にわつかバ
１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７～２０
～２１/ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１/施設管理課（控 レーボールスポーツ少年団（Ｂ）１８～２１
室①）９～２１

23
24

水

25

木

26

体育器具点検

火

金

ＡＳＣパソコン教室（多目的室①②）１０～１２、１３：３０～１５：３０/
吉井田小学校マーチングバンド部（全）１４～１９/あづまガールズ
フットサル（1/2ＡＢ）１９～２１/南福島アウルズ（1/2ＢＣ）１９～２１
ＡＳＣパソコン教室（多目的室①②）１０～１２、１３：３０～１５：３０/
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）９～１３/吉井田小学校
マーチングバンド部（全）１４～１８/福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）
１８：３０～２０：３０/ジェイム福島ＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８ ASC健康ビクス13～15/フラレイラニカイ 福島医療生協（１Ｃ）１３～１４/すいぷか
（全）１８～１９（Ｂ）１９～２１/にわつかバレーボールスポーツ少年 １８～２１
（１Ｃ）１７：３０～２０：３０
団（Ａ）１９～２１
鳥川小学校（Ｂ）９～１１/ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３：３０～１ ASC太極拳10～12/ASCポルドブラ14： 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）１
５：３０/ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１
30～16：30/こみち体操クラブ１７～２１
６：３０～１７：３０/医大水泳部（２Ｃ）１８～２０

野田小学校マーチングバンドクラブ（全）１３～１９/ＩＮＮＯＶＡ すみれ（Ａ）１３～１５/忍者ナイン（Ａ）１５～１９/こみち体操 ASC３B体操10～12/ASC太極拳13～15/ 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（２
ＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/清水ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団（Ｃ） クラブ（Ｂ）１７～２１
ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６
Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３
１９～２１
０/小学生初心者水泳教室（３Ｃ）１８～２０

第56回福島県高等学校新人ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会県北地
区大会（全）９～２１
第56回福島県高等学校新人ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会県北地
区大会（全）９～２１

ＦＵＹＯクラブ（全）１０～１２/県聴力障がい女子バレー部
（Ｂ）１３～１６/鳥川ライジングファルコン（Ｂ）１７～２０

空手同好会突蹴会１６～１８/Ｉ＆Ａ１８～ なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（２Ｃ）１９～２０/ら・
２１
なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
福島陳家溝太極拳同友会交流大会（第9回）（全）８：３０～１３/誠 福島陳家溝太極拳同友会交流大会（第9 すいぷか（１Ｃ）１０～１４
友ミニバスケ（全）１３～１７/信陵女子バスケットボールクラブ（全） 回）８：３０～１３

27

土

28

日

29

月

第56回福島県高等学校新人ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会県北地区大会（全）９～１ 親子で楽しむからだ遊び（全）９～１２/ASCラージ卓球（B)13：30～15：30/平
７/平成30年度東北中学校体育大会第34回東北中学校男子駅伝競走大会 成30年度東北中学校体育大会第34回東北中学校男子駅伝競走大会第28
第28回東北中学校女子駅伝競走大会（準備）１７～２１
回東北中学校女子駅伝競走大会（準備）（全）１７～２１

30

火

平成30年度東北中学校体育大会第34回東北中学校男子駅伝競走 平成30年度東北中学校体育大会第34回東北中学校男子駅伝競
大会第28回東北中学校女子駅伝競走大会（全）６～２１
走大会第28回東北中学校女子駅伝競走大会（全）６～２１

水

平成30年度東北中学校体育大会第34回東北中学校男子駅伝競走大会第28 平成30年度東北中学校体育大会第34回東北中学校男子駅伝競走大会第 ＡＳＣｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ９：３０～１１：３０/ＡＳＣ健康ﾋﾞｸ
回東北中学校女子駅伝競走大会（全）６～１７/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ（Ａ）１９～２１/Ｎ 28回東北中学校女子駅伝競走大会（全）６～１７/こみち体操クラブ（Ｂ）１７ ｽ１３～１５/フラレイラニカイ１８～２１
ＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ｂ）１９～２１/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（Ｃ）１９～２１
～１８（全）１８～１９（Ｂ）１９～２１/福島新体操クラブ（Ａ）１９～２１

31

１７～２０

リトルビクス１０～１２/ASCフラダンス教
室13～15
プール点検清掃のため利用不可
（10/29～11/2）

★次回サービスデーは10月8日（月）「体育の日」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）

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。

※９月１９日現在（内容は変更することがあります）

１０月

10 月
その他

1
2
3

2017

2018
民家園

せせらぎ桜の広場

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広
月
場）10～12

あづま球場
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
バラ愛好会（会議室１室）１３～１５

あづま総合運動公園月間行事予定表
軟式野球場
グラウンド整備

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ
第61回福島県中学校体育大会
（駅伝競走）（準備）８～１７

グラウンド整備

第61回福島県中学校体育大会（駅伝
競走）６～１７
第61回福島県中学校体育大会（駅伝
グラウンド整備
競走）６～１７
第61回福島県中学校体育大会（駅伝
ASC生き生き（A面）10～12 福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
グラウンド整備
競走）(予備日）
管理課高跳び用マット交換
※利用なければﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾗｲﾝ引き
ＦＭポコ回線工事あり（ＡＭ）
総務課（会議室①）９～１７
グラウンド整備
第17回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大
会１２～１７
もみの樹ヨガ
第12回市町村対校福島県軟式野球大 第10回福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ 第17回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大
６～７
会
少年団大会（男子新人戦大 会８～１７/Ｊ3ﾘｰｸﾞ公式戦「福島ユナイ
テッドＦＣ対ＦＣ東京Ｕ‐23」（準備）１７
６：３０～１７
会・女子県大会）７～１６
～２１

火
水

4

さくらみなみ保育園（ﾄﾘﾑ・巨
木 石・ﾋﾟｸﾆｯｸ）9：45～11

5

金

10月

補助陸上競技場

第２多目的広場

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１
スポーツイベント広場

ミニ多目的広場

第61回福島県中学校体育大会（駅
伝競走）（準備）７～２１

松韻学園福島高校ラ ASC生き生き
グビー部９～１１
13：30～15：30

第61回福島県中学校体育大会（駅伝競
走）７～２１
第61回福島県中学校体育大会（駅伝競
走）７～１７

松韻学園福島高校ラグ
ビー部９～１１

第61回福島県中学校体育大会（駅
伝競走）（予備日）
芝養生のため利用不可
第17回福島県特別支援学
（トラックは作業優先のため要確認） 校ｽﾎﾟｰﾂ大会１２～１７
第17回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ 第17回福島県特別支援学 小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ 第10回福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰ テニ研スポーツ少年団（２面）９
ﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団大会 ～１２/福島ＳＴクラブ（２面）９～
大会８～１７
校ｽﾎﾟｰﾂ大会８～１７
９～１７

6

土

7

日

第12回市町村対校福島県軟式野球大 第10回福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ Ｊ3ﾘｰｸﾞ公式戦「福島ユナイテッド 東北社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ９～１８
会
少年団大会（男子新人戦大 ＦＣ対ＦＣ東京Ｕ‐23」７～１８
６：３０～１７
会・女子県大会）７～１６

福島県高等学校新人体育 小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
大会県北地区大会（ｱｰﾁｪ ９～１７
ﾘｰ）７～１７

8

「体育の日」
年中行事
☆サービスデー☆
月 来てみて乗ってサイクルスポー 「子ども秋まつり」

第12回市町村対校福島県軟式野球大 第10回福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ 芝養生・作業のため利用不可
会
少年団大会（男子新人戦大 （トラックも不可）
６：３０～１７
会・女子県大会）（予備日）

小中学生サテライトリーグ ＲＥＴＯＲＡＤＡ福島ＪＦ ＡＳＣ生き生き13：
９～１７
Ｃ９～１６
30～26：30

ツ広場

9
10
11

第17回野田クラブ木球大会（２
面）８～１２

水

ASC生き生き（A面）10～12 福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
木
第62回福島市民体育祭木 オリパラ推進室撮影会１０～１２
球競技（準備）（全）１５～１
６

醸芳幼稚園（ﾄﾘﾑ・木陰・ﾋﾟｸﾆｯｸ）9：30
～12：30（雨天時軽運動・幼児体育
室・2階ﾎｰﾙ）/桔梗保育園（ﾄﾘﾑ・巨
石）11：40～14：15

金

13

土

14

2018ふくしま健康マラソン大
日 会

16
17

第62回福島市民体育祭木
球競技（全）８～１４
第32回福島市木球大会
（全）８～１３

清水小学校（ﾄﾘﾑ・木陰）9～
月 14（雨天時2階ﾎｰﾙ）

第12回市町村対校福島県軟式野球大
会
６：３０～１７
第12回市町村対校福島県軟式野球大
会
６：３０～１７

第21回県北軟式野球王座決
定戦7～17
第21回県北軟式野球王座決
定戦7～17

静岡県議会建設委員会視察１３～
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

グラウンド整備

芝養生のため利用不可
（トラック可）

第10回福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽ
ﾎﾟｰﾂ少年団大会（男子新
人戦大会・女子県大会）
（予備日）７～１６

県北高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ学年
別大会（全面）９～１７

18
19

金

ASC生き生き（A面）10～12 福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

土

21

日

第19回福島ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ大 第29回秋季県北支部高等学校野球選 第29回秋季県北支部高等学
会（ＣＤ面）９：３０～１４：３０
手権大会７～１７
校野球選手権大会７～１７

22

野田小学校（ﾄﾘﾑ・木陰）11
月 ～13（雨天時陸上）
火

25

木 ～12（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）

26

金

水
鳥川小学校（ﾄﾘﾑ）9～11：30/野
田小学校（ﾄﾘﾑ・木陰・ﾋﾟｸﾆｯｸ）9

土

28

日

29

岡田地区ｽﾎﾟｰﾂ交流ｳｫｰｷﾝｸﾞ（7 岡田地区ｽﾎﾟｰﾂ交
㎞ｺｰｽ）9～11/あづまＤＧＰ愛好 流会ｳｫｰｷﾝｸﾞ9～
月 会（木陰広場）10～12
10

30

火

31

水

日

8

月

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）

12

金

2018ふくしま健康マラソン大会（準
備）９～２１
2018ふくしま健康マラソン大会
６～１７

2018ふくしま健康マラソン大会（準 ポラリスリーグ８～１７
ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室１４～１７
第13回福島県クラブ対抗テ
備）９～２１
ニス会（１２面）８～１７
2018ふくしま健康マラソン大会６～ 2018福島県健康マラソン６ 小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ 第7回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽｸ ＪＡ福島電算センターテニス部
１７
～１７
９～１７
ｺﾞﾙﾌ大会９：３０～１ （３面）９～１１/オーストリッチＴ
Ｃ（１面）９～１２/テニ研スポー
１：３０

13

土

14

日

15

月

16
17

火

18

木

19

金

20

土

21

日

22

月

23
24

火

25

木

26

金

27

土

28

日

29

月

平成30年度東北中学校体育大会第34回東 平成30年度東北中学校体育大会第34回東北
北中学校男子駅伝競走大会第28回東北中 中学校男子駅伝競走大会第28回東北中学校
学校女子駅伝競走大会６～１７
女子駅伝競走大会６～２１

30

火

平成30年度東北中学校体育大会第34回東 平成30年度東北中学校体育大会第34回東北
北中学校男子駅伝競走大会第28回東北中 中学校男子駅伝競走大会第28回東北中学校
学校女子駅伝競走大会６～１７
女子駅伝競走大会６～１７

31

水

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）

第7回東邦ｶｯﾌﾟふくしまﾘﾚｰｽﾞ
７～１７

福島愛隣幼稚園マラソン大会（ト
ラックのみ）９～１２

あづまＤＧＰ愛好会10
～12/ASC生き生き
13：30～15：30

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）

水

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）
東北地区大学サッカーリーグ９～１ JFAｷｯｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
７
2018
８～１６

ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室１４～１７

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）
第26回あづまｶｯﾌﾟ福島市ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ
交流大会１３：３０～１５：３0

あづまＴｅｓｈｉ- ｇｏｔ市場臨時
駐車場用ライン引き

芝養生・作業のため利用不可
（トラックも不可）
栴檀学級（会議室①②）１０～１７

第21回福島南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ主催「大声
杯」ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ野球南東北大会６～１７

臨時駐車場

Ｊ3ﾘｰｸﾞ公式戦「福島ユナイテッド 芝養生のため利用不可
ＦＣ対ガイナーレ鳥取」（準備）７～ （トラック可）
１８

第21回福島南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ主催「大声
杯」ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ野球南東北大会８～１７

臨時駐車場

民医連選手名登録希望（29日ｏｒ31日） 駐車場利用後整備
福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１

第26回あづまｶｯﾌﾟ福島市ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ
交流大会７～１６

Ｊ3ﾘｰｸﾞ公式戦「福島ユナイテッド 東北社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ９～１８
ＦＣ対ガイナーレ鳥取」７～１８
平成30年度東北中学校体育大会第34
回東北中学校男子駅伝競走大会第28
回東北中学校女子駅伝競走大会（準
備）８～１７

水

ＦＣ.ＭＯＳアミーゴ１９～２１

第29回秋季県北支部高等学校野球選 第29回秋季県北支部高等学 第16回福島県消防職員駅伝大会
手権大会（予備日）
校野球選手権大会（予備日） ８～１４：３０
ASC生き生き（A面）10～12 福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
芝養生・作業のため利用不可
（トラックも不可）
ＡＳＣ手芸（会議室③）１０～１２

福島ボーイズ（屋内１塁）１９～２１
第29回秋季県北支部高等学校野球選手権 第29回秋季県北支部高等学校野
大会（予備日）
球選手権大会（予備日）

民医連選手名登録希望（29日ｏｒ31日）

7

木

ＡＳＣ生き生き
10～12

月輪小学校（ﾄﾘﾑ）9～11

土

11

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）

利用制限保守

6

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）

あづまＤＧＰ愛好会（Ａ面）１ 第29回秋季県北支部高等学校野球選手権 第29回秋季県北支部高等学 芝養生・作業のため利用不可
大会７～１７
０～１２
校野球選手権大会７～１７
（トラックも不可）

あづまＴｅｓｈｉ- ｇｏｔ市場（ｲﾁｮ
ｳ並木）9：30～15：30

金

火

利用制限保守

利用制限保守

5

9
10

第7回東邦ｶｯﾌﾟふくしまﾘﾚｰｽﾞ７～１ 福島県社会人ｻｯｶｰｰﾘｰｸﾞ 東北地区大学ﾗｸﾞﾋﾞｰ
７
９～１８
ﾘｰｸﾞ戦９～１６

あづまＴｅｓｈｉ- ｇｏｔ市場（ｲﾁｮ
ｳ並木）9：30～15：30

木

水

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）

グラウンド整備

20

23
24

4

火

芝養生・作業のため利用不可
（トラックも不可）
電話回線工事（ＰＭ）
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）
ｳｫｰｷﾝｸﾞ教室（会議室①）１０～１
２
第29回秋季県北支部高等学校野球選 第29回秋季県北支部高等学 芝養生・作業のため利用不可
手権大会７～１７
校野球選手権大会７～１７
（トラックも不可）
第29回秋季県北支部高等学校野球選 第29回秋季県北支部高等学 第7回東邦ｶｯﾌﾟふくしまﾘﾚｰｽﾞ（準
手権大会７～１７
校野球選手権大会７～１７
備）１４～１７/みどりの県民カレッ
ジ（会議室全室）１１～１７

杉の子クラブ（幼児体育室）
10～12：30

月

ツ少年団（２面）１３～１６

グラウンド整備

水

1
2
3

☆サービスデー☆

グラウンド整備

客自軒から広瀬座規
制予定（～11/4）

火

平田幼稚園（軽運動室）9：30～
11：15（雨天時のみ）/福大附属
木 特別支援学校（ｻｲｸﾙ・ﾄﾘﾑ）13～
16（雨天時軽運動）

27

（男子新人戦大会・女 １２/福島環境省ﾃﾆｽ愛好会（３
子県大会）７～１６
面）１２～１６

火

12

15

庭球場

平成30年度東北中学校体育大会第34
回東北中学校男子駅伝競走大会第28
回東北中学校女子駅伝競走大会（準
備）８～２１

★次回サービスデーは１０月８日（月）「体育の日」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。

福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/福
島北高校テニス部（２面）９～１
２/福島環境省ﾃﾆｽ愛好会（３
面）１２～１５
第40回あづま総合運動公園庭
球場ｵｰﾌﾟﾝ記念ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会ｼﾞｭ
ﾆｱの部（全面）７～１７

ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室９～１２
ヘリポート用利用制限 利用制限保守

福島県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ９ ヘリポート用利用制限 利用制限保守
～１８
ASC生き生き
13：30～15：30

福島ＳＴクラブ（２面）９～１２/福
島北高校テニス部（２面）９～１
２/福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（２
面）１３～１６/テニ研スポーツ少
年団（２面）１３～１６
第40回あづま総合運動公園庭
球場ｵｰﾌﾟﾝ記念ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会ﾋﾞｷﾞ
ﾅｰの部一般の部（全面）７～１
７

水

※９月１７日現在（内容は変更することがあります）
10月

