5月

その他

1

水

2

木

2019

2019
民家園

せせらぎ桜の広場

軟式野球場

「即位の日」

4

土

5

「こどもの日」★サイクルサー
日 ビスデー★

6

月

7
8

火

「みどりの日」
年中行事「男の節句」「田お
こし」実演行事「裂き織り」「古
武道演武会」10～15

「振替休日」

水

管理課作業保守

庭坂小学校（巨石広場）11：30～13（雨
天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）/蓬莱第2保育所（ﾄﾘﾑの
森）9～13（雨天時2階ﾎｰﾙ）

9

木

10

金

吾妻パークゴルフ愛好会（ＡＣ
面）９～１１

11

さくらんぼ保育園他（巨石広
土 場）9～12：30【800人】

吾妻パークゴルフ愛好会（ＡＣ面）
９～１１/第33回福島市木球大会
（準備）（ＡＣＤ面）１５～１６

12

日

13
14

月

年中行事「田植え」 第33回福島市木球大会
10～12
（ＡＣＤ面）８～１３

芝養生ため利用不可
（トラック可）

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2019軟式 芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
野球競技７～１７

グラウンド整備

鳥川保育園（中央広場）9：30～12：30 大人の休日俱楽部趣
（雨天時軽運動、2階ﾎｰﾙ）/大人の休 味の会ｽｹｯﾁはがき
日俱楽部趣味の会ｽｹｯﾁはがき絵講座 絵講座10：30～13
（巨石広場）10：30～13

3

金

春季強化合宿アーチェ
リー９～１７

第8回あづま総合運動公園ﾁｰﾑ対抗
ﾃﾆｽ大会砂入り人工芝完成記念大会
（予備日）

4

土

福島ユナイテッドFC
７～１８

春季強化合宿アーチェ
リー９～１７

★サービスデー★

5

日

芝養生ため利用不可
（トラック可）

春季強化合宿アーチェ
リー９～１７

安積高校テニス部（４面）９～１３
/福島南高校テニス部（４面）１３
～１７

6

月

7
8

火

9

木

10

金

11

土

12

日

13
14

月

15

水

16

木

17

金

18
19
20
21
22
23
24

土

25

土

26

日

27
28
29
30

月

木

17

金

編んでるｼｱﾀｰ館（絵本文庫）11～12/
三春幼保園（雨天時軽運動、幼児体育
室、2階ﾎｰﾙ）/みらい幼稚園（ﾄﾘﾑ、巨
石、木陰）9～13

18
19
20
21
22
23
24

土

25

土

26

日

27
28
29
30

月 ～12

31

金

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

南福島アウルズ１９～２１

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）/季節を感じるウォーキング教
室（会議室①）10～12

芝養生ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

ＡＳＣ生き生き
10～12

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

ＦＣ.ＭＯＳアミーゴ１９～２１

㈱草野測器社9～
17

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2019軟式
野球競技７～１７

福島民報杯NHK杯第24回福島県サッカー選
手権大会兼天皇杯ＪＦＡ第99回全日本ｻｯｶｰ
選手権福島県代表決定戦決勝戦９～１８

芝養生ため利用不可
（トラック可）

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

芝養生ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

福島県高等学校体育大会県 ラグビー教室8～17
北地区大会ｱｰﾁｪﾘｰ
８～１７

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17
福島ユナイテッドFC
８～１５

ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰ 福島県高等学校体育大会ソフト
テニス競技県北予選（全面）８～
ﾙ10～12
１７
福島県高等学校体育大会ソフト
利用制限
テニス競技県北予選（全面）８～
１７
ＡＳＣ生き生き13～15/ 福島県高等学校体育大会ソフトテニ
ﾘﾍﾞﾙﾀ17～18
ス競技県北予選（全面）８～１６

第62回福島県中学校体育大会県北
地区予選大会陸上競技６～１７

第62回福島県中学校体育大会県
北地区予選大会陸上競技（予備
日）６～１９

第62回福島県中学校体育大会県北地区
予選大会陸上競技（予備日）６～１９

ＡＳＣ生き生き
10～12

2019年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導者
認定講習会（全面）１１～１
６

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

芝養生ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

あづまｽﾎﾟｰﾂｸﾗ
ﾌﾞＧＧ愛好会13
～15

第73回国民体育大会軟式野
球競技県北予選7～17
第2回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ大 第73回国民体育大会軟式野
会（１面）9：30～11：30
球競技県北予選7～17

明治安田生命Ｊリーグ第9節（準備）「福島ユナ
イテッドFC対ＡＣ長野パルセイロ」７～１８

芝養生ため利用不可
（トラック可）
東北社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
９～１８

あづまＤＧＰ愛好会（Ａ面）１０～１
２

芝養生・作業のため利用不可（トラック不可）

芝養生ため利用不可
（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）/季
節を感じるｳｫｰｷﾝｸﾞ教室（会議室①）10～12

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）
天皇杯JFA第99回全日本ｻｯｶｰ選
手権（1回戦）（準備）９～１８

芝養生ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）
芝養生ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）
ＪＦＡｷｯｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
９～１８

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
９～１７

天皇杯JFA第99回全日本ｻｯｶｰ選
手権（1回戦）９～１８

芝養生ため利用不可
（トラック可）

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
９～１７

芝養生・作業のため利用不可
（トラック不可）

芝養生ため利用不可
（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）

芝養生ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

管理課作業保守

日
月

福島県高等学校体育大会ソフトテニ
ス競技県北予選（予備日）

火

明治安田生命Ｊリーグ第9節「福島ユナイテッ
ドFC対ＡＣ長野パルセイロ」７～１８

第45回福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協 ラグビー教室8～17
会長杯９～１７
第45回福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協 小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
会長杯９～１７
9～17

テニ研ジュニア（２面）９～１２/福
島ＳＴクラブ（２面）９～１２

利用制限

福島市中学生Ｓﾘｰｸﾞ2019
（第2ｽﾃｰｼﾞ）（全面）８～１７

ＡＳＣ生き生き
13～15

グラウンド整備
笹谷保育所（ﾄﾘﾑ、巨石）9～13

飯野こども園（ﾄﾘﾑの森）

管理課作業保守

ふくしま手作りマルシェ（準備）（巨

金 石～民家園前）７～１７

ふくしま手作りマルシェ（巨石～民家園
前）10～16/カメラのキタムラ福島八木
田店（木陰、ﾋﾟｸﾆｯｸ、中央広場）9～16
ふくしま手作りマルシェ（巨石～民家園
前）10～16/カメラのキタムラ福島八木
田店（木陰、ﾋﾟｸﾆｯｸ、中央広場）9～16

もみの樹ヨガ（Ａ面）７～８/福島県
木球協会設立20周年記念木球大
会（準備）（ＡＣ面）１５～１７

年中行事「むけの 福島県木球協会設立20周年
朔日」10：30～12 記念木球大会（ＡＣ面）９～１
４

第72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少年の部7～
17
第72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少年の部7～
17
第72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少年の部7～
17
第72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少年の部7～
17

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広場）10

火
水
糠沢幼稚園（ﾄﾘﾑ、ｻｲｸﾙ）10
木
～13（雨天時2階ﾎｰﾙ）

第72回福島県総合体育大会ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰ競技少年の部7～17

ＡＳＣ生き生き
10～12

第72回福島県総合体育大会ﾗｸﾞ あづまｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
ﾋﾞｰ競技少年の部7～17
ＧＧ愛好会13～15

第72回福島県総合体育大
会ﾗｸﾞﾋﾞｰ競技少年の部7～
17
第72回福島県総合体育大
会ﾗｸﾞﾋﾞｰ競技少年の部7～
17

利用制限
利用制限

福島テニス研究会（２面）９～１２
/福島ＳＴクラブ（２面）９～１２
オーストリッチＴＣ（１面）９～１２/
聖光学院テニス部（３面）９～１２
（４面）１２～１７
聖光学院テニス部（７面）９～１７

グラウンド整備

第72回福島県総合体育大会ﾗｸﾞ 芝養生・作業のため利用不可
芝養生ため利用不可
ﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技少年の部7～ （トラック不可）
（トラックは作業優先のため要確認）
17
芝養生・作業のため利用不可（トラック不可） 芝養生ため利用不可
あづまちびっこパーク（準 第72回福島県総合体育大会ﾗｸﾞ
金
ﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技少年の部7～ 福島県高等学校野球連盟（会議室全室）９～ （トラックは作業優先のため要確認）
備）７～１７
１５
17
★次回サービスデーは５月５日（日）「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、体育館トレーニング室庭球場（全面）、サイクル広場）※陸上トレーニング室は５月６日（月）に実施

31

ＡＳＣ生き生き
13～15

第62回福島県中学校体育大会県
北地区予選大会陸上競技６～１７

カルチャー教室「写
生教室」9～12

水
木

みちのくリーグＵ-13
９～１７

グラウンド整備

1
2

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2019軟式
野球競技７～１７

９～１４時
停電・断水作業あり

庭球場
安積高校テニス部
（４面）９～１６
安積高校テニス部
（４面）９～１７

第62回福島県中学校体育大会県北地区予選 第62回福島県中学校体育大会県北地区予選大
大会陸上競技６～１８
会陸上競技６～１８

16

木

ミニ多目的広場

第8回あづま総合運動公園ﾁｰﾑ対抗
ﾃﾆｽ大会砂入り人工芝完成記念大会
（全面）８～１７

福島民報杯NHK杯第24回福島県ｻｯｶｰ選手権
大会兼天皇杯ＪＦＡ第99回全日本ｻｯｶｰ選手
権福島県代表決定戦決勝戦（準備）9～18

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広
場）10～12

編んでるｼｱﾀｰ館（絵本文庫）11～12/
白岩幼稚園（ﾄﾘﾑの森）10～13（雨天時
2階ﾎｰﾙ）/さくら幼稚園（ﾄﾘﾑ）9～12（雨
天時ｷﾞｬﾗﾘｰ、軽運動、幼児体育室）

水

スポーツイベント広場

明治安田生命Ｊリーグ第8節（準備）「福
島ユナイテッドFC対ガイナーレ鳥取」７
～１８
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2019軟式 明治安田生命Ｊリーグ第8節「福島ユナ
イテッドFC対ガイナーレ鳥取」７～１８
野球競技７～１７

火
水

第２多目的広場

東北ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ交流
大会9～17
福島ユナイテッドFC（トッ 東北ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ交流
プチーム練習）８～１３
大会9～17
レトラーダ福島ＪＦＣ
９～１７

★トレーニング室サービスデー★

福大附属小学校（ｷﾞｬﾗﾘｰ・2階ﾎｰﾙ）
11：30～12：30/水保小学校（ﾄﾘﾑの森）
9：30～11（4/26雨天時のみ）

補助陸上競技場

5月

福島ユナイテッドFC（トップチーム練
習）８～１３
芝養生ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）
福島ユナイテッドFC（トップチーム練
習）８～１３

「憲法記念日」

金

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）

「国民の休日」

3

15

あづま総合運動公園月間行事予定表

第72回福島県総合体育大会ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰ競技少年の部7～17

ＡＳＣ生き生き
10～12

第22回東北シニアテニスオープ
ン大会ｉｎ福島（全面）８～１６
第72回福島県総合体育大会ﾗｸﾞ あづまｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 第22回東北シニアテニスオープ
ﾋﾞｰ競技少年の部7～17
ＧＧ愛好会13～15 ン大会ｉｎ福島（全面）８～１５

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

火

日
月
火
水
木
金

火
水
木

※4月21日現在（内容は変更することがあります）

５月

2019

５月
メインアリーナ

1

水

2

木

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１８～２０

サブアリーナ

3
4

土

第５回渡利カップ東日本中学校バスケットボー 第５回渡利カップ東日本中学校バスケット
ル大会（全）８～２１
ボール大会（全）８～２１

日

第５回渡利カップ東日本中学校バスケットボール大会（全）８ 第５回渡利カップ東日本中学校バスケットボール大
～１９/レトラーダ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１
会（全）８～１９/８ ｂａｌｌｅｒｓ（全）１９～２１

6
7
8

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１０～１２/第５回渡利カップ東
日本中学校バスケットボール大会（準備）（全）１３～２１

帝京安積高校（全）９～１７
月 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１

体育室

室内プール

研修室

会議室

和室研修室

こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～１９ 福島東高校ﾀﾞﾝｽ部９～２１
（Ｂ）１９～２０

第５回渡利カップ東日本中学校バスケット
ボール大会（準備）（全）１３～２１
第５回渡利カップ東日本中学校バスケットボー 第５回渡利カップ東日本中学校バスケット
金 ル大会（全）８～２１
ボール大会（全）８～２１

5

2019

あづま総合運動公園月間行事予定表

ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３～１５

信陵中学校水泳部（４Ｃ）１０～１２/ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞ
ﾐｰ福島（３Ｃ）１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～
２０：３０
ＡＳＣ太極拳研究会９～１０/ＡＳＣ太極拳１０～１２/福 ＡＳＣ水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/バタフラ
島東高校ﾀﾞﾝｽ部１２～１５/こみＴ体操クラブ１６～２０ イ（１Ｃ）１７～１８/原美穂（１Ｃ）１８～２０

福島東高校ﾀﾞﾝｽ部９～１８

福島県水泳連盟（全）７～１０/ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ福
島（３Ｃ）１０～１２/ＡＳＣ水中（２Ｃ）１３～１５/すい
ぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

あめそら１０～１２

福島県水泳連盟（全）７～１０/信陵中学校水泳部（４Ｃ）１
０～１２/ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ福島（３Ｃ）１５～１７

★サービスデー★
Ｌｅ’ａＨｏａ９～１１

水

2

木

3

金

4

土

5

日
月

ｶﾙﾁｬｰ教室「ﾛｰｽﾞの化粧水とｱﾛﾏ石鹸づく
り」（Ａ）9～12/ＡＳＣパソコン（Ｂ）１０～１２、
１３～１５

6
7
8
9

木

10

金

11
12
13
14
15

土

16

木

17

金

18

土

19
20
21
22

日

23

木

24

金

福島東高校ﾀﾞﾝｽ部
（ＡＢ）１５～２１

福島県水泳連盟（全）７～１０
★サービスデー★
福島県水泳連盟（全）７～１０/ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０
～１２/バタフライ（１Ｃ）１６：３０～１７：３０/すいぷ
か（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

水

こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２０ ＡＳＣｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ１０～１２/ＡＳＣ健康 すいぷか（１C）１７：３０～２０：３０
ﾋﾞｸｽ/チームＡＴＣ１９～２１

みどりの総合講座①
９～１７

9

福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１９～２１
木 ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ｃ）１９～２１

蓬莱第二保育所（全）９～１３
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３～１５
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１

ＡＳＣ太極拳研究会/ＡＳＣ太極拳１０～１２/ＡＳ ＡＳＣ水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/バタフラ
Ｃﾋﾟﾗﾃｨｽ・ﾎﾟﾙﾄﾞﾌﾞﾗ１３～１６/こみち体操クラブ イ（１Ｃ）１７～１８/原美穂（１Ｃ）１８～２０
１７～２０

ＡＳＣパソコン（Ｂ）１０～１２、１３ ＡＳＣウォーキング
～１５
（ＡＢ）１３～１５

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１
金 西部方部ｻｯｶｰｽｸｰﾙ（1/2ＢＣ）１９～２１

福島聴力障がい者会（Ｂ）１９～２１

10

カルチャー教室「チェアヨガ」（ＡＢ）9～
12/「母の日アレンジプリザーブドフラ
ワー教室」（ＡＢ）13～16

第65回福島県高等学校体育大会ハンドボー
ル競技県北地区大会（全）９～２１
第65回福島県高等学校体育大会ハンドボー
日
ル競技県北地区大会（全）９～２１

みなみクラブ（Ｂ）９～１６
８ ｂａｌｌｅｒｓ（全）１８～２０

ＡＳＣ３Ｂ体操１０～１２/ＡＳＣ太極拳 ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ水泳教室（２Ｃ）１０～１２/リズムスイミン 株式会社草野測器社
１３～１５/ＡＳＣ太極拳研究会１５～ グ（１Ｃ）１２～１３/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（１
９～１７
Ｃ）１３～１4/ＡＳＣ水中（２Ｃ）１３～１５/小学生初
１６
心者水泳教室（3Ｃ）18～20
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
Ｏｄｄ ｂａｌｌ１１～１５
（２Ｃ）１９～２０/ら・なたしおん（１Ｃ）１９：３０～２０：３０
空手同好会突蹴会１６～１８
サンヨー会１０～１２
すいぷか（１Ｃ）９～１３
あめそら１３～１５
ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２/ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ水泳教室（２
リトルビクス１０～１２
Ｃ）１５～１７/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０
ＡＳＣ健康ﾋ＆ﾀﾞﾝｽ１３～１５

11
12
13
14
15

土

ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２/スペシャルオリンピックス日本・
福島（全）１３～１５/福大附属中男バス部（全）１７～２０

第65回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技県北地
区大会（全）９～１８/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１

親子で楽しむからだあそび（全）９～１２
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３～１５

水

福島県立医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）１７～１９/レトラー
ダ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/あづまｶﾞｰﾙｽﾞｻｯｶｰｽｸｰﾙ
（1/2ＢＣ）１９～２１

経営企画課（全）９～１６/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

16

木

佐倉幼稚園（Ａ）９～１３/あづま脳神経外科病院（Ｂ）１０～１ 経営企画課（全）９～１３
３/白岩幼稚園（Ｃ）１０～１３/福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ） ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３～１５
１９～２１/ＮＦＣビバーチェ（Ｃ）１９～２１
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１

17
18
19
20
21
22

月

カルチャー教室「スポーツウエル
ネス吹矢」（ＡＢ）13～16

すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

健美体ｳｫｰｷﾝｸﾞ（ＡＢ）１０～１２/
ＡＳＣリラックスヨガ（ＡＢ）１３～１５

ｶﾙﾁｬｰ教室「筆ﾍﾟﾝ教室」（Ａ）9～12/ＡＳＣ
パソコン（Ｂ）１０～１２、１３～１５

ＡＳＣ太極拳研究会９～１０/ＡＳＣ太極拳１０～ ＡＳＣ水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/新婦人
１２/ＡＳＣﾋﾟﾗﾃｨｽ・ﾎﾟﾙﾄﾞﾌﾞﾗ１３～１６/こみち体 水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/バタフライ（１Ｃ）１７
操クラブ１７～２０
～１８/原美穂（１Ｃ）１８～２０

ＡＳＣパソコン（Ｂ）１０～１２、１３
～１５

みらい幼稚園（1/2ＡＢ）９～１３/三春幼保園（1/2Ｂ 渡利幼稚園（全）９～１２
金 Ｃ）１０～１２/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２ 忍者ナイン（Ｂ）１５～１９

ＡＳＣ３Ｂ体操１０～１２/ＡＳＣ太極拳１３ リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ＡＳＣ水中（２Ｃ） 2019年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導
１３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０/小学
～１５/ＡＳＣ太極拳研究会１５～１６
者認定講習会９～１２

ＡＳＣ総会（ＡＢ）１１～１３

第16回県北協会長杯ハンドボール
土 （全）９～２１

空手同好会突蹴会１６～１８

１

日

第16回県北協会長杯ハンドボール（全）９～１８/メリット５
（1/2ＡＢ）１８～２０/レトラーダ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

月

リベルタサッカースクール（Ａ）１７～１８
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１

ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２/スペシャルオリンピックス日本・
福島（全）１３～１６/誠友ミニバスケ（全）１６～１９/８ ｂａｌｌｅ
ｒｓ（全）１９～２１

生初心者水泳教室（3Ｃ）18～20

福大附属中男バス部（全）９～１２/2019年度 あめそら１０～１２
太極拳公認普及指導員認定（全）１３～１７
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３～１５
リトルビクス１0～１２
こみち体操クラブ（全）１７～２０
ＡＳＣフラダンス１３～１５

カルチャー教室「やさしい
ヨガ」（ＡＢ）13～16

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）１９：３
０～２０：３０

めだかクラブ（２Ｃ）１０～１２

2019年度太極拳公認普及指導
員認定（ＡＢ）９～１３
バラ愛好会（ＡＢ）９～１２

ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２/ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ水泳教室（２
Ｃ）１５～１７/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

2019年度太極拳公認普及指
導員認定（ＡＢ）９～１８
健美体ｳｫｰｷﾝｸﾞ（ＡＢ）１０～１２/
ＡＳＣリラックスヨガ（ＡＢ）１３～１５

火

23

福島県高等学校体育大会体操競技新体操
水
（準備・開会式）（全）８～２１
福島県高等学校体育大会体操競技新体操
木 （全）８～２１

福島県高等学校体育大会体操競技新体操
（準備・開会式）（全）８～２１
福島県高等学校体育大会体操競技新体操
（全）８～２１

24

福島県高等学校体育大会体操競技新体操
金 （全）８～２１

福島県高等学校体育大会体操競技新体操
（全）８～２１

25

土

26

日

27
28

もみの樹ヨガ
（ＡＢ）９～１１

火
ＡＳＣｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ１０～１２/ＡＳＣ健康ﾋﾞｸｽ１３～
１５/ｶﾙﾁｬｰ教室「ﾀｲ式・SENｾﾙﾌﾏｯｻｰｼﾞ」１７
～２１

ＡＳＣｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ１０～１２/ＡＳＣ健康 すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０
ﾋﾞｸｽ/チームＡＴＣ１９～２１
ＡＳＣ太極拳１０～１２/ＡＳＣﾋﾟﾗﾃｨｽ・ ＡＳＣ水中（１Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/新婦人水中ｳｫｰ
ｷﾝｸﾞ（１Ｃ）１０～１２/イルカサークル（１Ｃ）１４～１５/バタ
ﾎﾟﾙﾄﾞﾌﾞﾗ１３～１６/こみち体操クラブ フライ（１Ｃ）１７～１８/原美穂（１Ｃ）１８～２０
１７～２０
ＡＳＣ３Ｂ体操１０～１２/ＡＳＣ太極拳 リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/水保水中ｳｫｰｷﾝ
１３～１５/ＡＳＣ太極拳研究会１５～ 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
１６/こみち体操クラブ１７～２０
者水泳教室（3Ｃ）18～20

福島県高等学校体育大会体操競 福島県高等学校体育大会体操競技 福島県高等学校体育大会体操競技新
技新体操（準備・開会式）８～２１ 新体操（準備・開会式）（２室）８～２１ 体操（準備・開会式）（２室）８～２１

福島県高等学校体育大
会体操競技新体操８～２
１
福島県高等学校体育大
会体操競技新体操８～２
１

宿泊施設

1

火
福島県立医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）１７～１９/ＮＦＣビ
バーチェ（Ａ）１９～２１/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ｂ）１９～２１

5月

福島県高等学校体育大会体操
競技新体操（２室）８～２１
福島県高等学校体育大会体操
競技新体操（２室）８～２１

福島県高等学校体育大
会体操競技新体操（２室）
８～２１
福島県高等学校体育大
会体操競技新体操（２室）
８～２１

火
水

日
月
火
水

月
火
水

福島愛隣幼稚園ミニ運動会（家族参観）（全）８～１３/帝京安 ＷＡＮＯドリームズ（全）１３～１６
積高校（全）１３～１７/メリット５（1/2ＡＢ）１８～２０/レトラー 誠友ミニバスケ（全）１６～１９
ダ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１
８ ｂａｌｌｅｒｓ（全）１９～２１

Ｏｄｄ ｂａｌｌ１１～１５
空手同好会突蹴会１６～１８

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

カメラのキタムラ福島八木田店
（準備）（ＡＢ）１６～２１

25

土

第16回県北協会長杯ハンドボール（全）９～１８/メリット５
（1/2ＡＢ）１８～２０/レトラーダ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）１９～２１

あめそら１０～１２
Ｏｄｄ ｂａｌｌ１２～１７

すいぷか（１Ｃ）９～１３

カメラのキタムラ福島八木田店
（ＡＢ）９～１７

26

日

リトルビクス１０～１２
ＡＳＣ健康体操＆ﾀﾞﾝｽ１３～１５

ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２/福島市小学校体育大
会水泳実技講習会（４Ｃ）１５～１７/すいぷか（１
Ｃ）１７：３０～２０：３０

27
28

月

ＡＳＣｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ１０～１２
ＡＳＣ健康ﾋﾞｸｽ

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ水泳教室（２Ｃ）１５～１７/す
いぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０

29

水

30

木

31

金

リベルタサッカースクール（Ａ）１７～１８
月 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１

ＦＵＹＯクラブ（全）９～１２
フェイカーズ（全）１３～１６
みなみクラブ（Ｂ）１６～２０
親子で楽しむからだあそび（全）９～１２
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３～１５
こみち体操クラブ（全）１７～２０

福島市小学校体育大会
水泳実技講習会１５～１７

健美体ｳｫｰｷﾝｸﾞ（ＡＢ）１０～１２/
ＡＳＣリラックスヨガ（ＡＢ）１３～１５

火
福島県立医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）１７～１９/ こみち体操クラブ（Ｂ）１６～１８（全）１８～２０
レトラーダ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）１９～２１/あづまｶﾞｰﾙ
ｽﾞｻｯｶｰｽｸｰﾙ（1/2ＢＣ）１９～２１
糠沢幼稚園（全）１０～１３
福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）１９～２１
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）１３～１５
ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ｃ）１９～２１
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）１８～２１

29

水

30

木

31

第1回３Ｂ体操全国交流大会東北大会inふくし 第1回３Ｂ体操全国交流大会東北大会inふく
しま（準備・リハーサル）（全）９～２１
金 ま(準備・リハーサル）（全）９～２１

ｶﾙﾁｬｰ教室「天然素材100％でつくる カルチャー教室「体幹軸・
ﾛｰﾙｵﾝｱﾛﾏ」(Ａ）9～12/ＡＳＣパソコ 骨盤ダイエット」(ＡＢ）13～
ン（Ｂ）１０～１２、１３～１５
16
ＡＳＣ太極拳研究会９～１０/ＡＳＣ太極拳 ＡＳＣ水中（２Ｃ）１０～１２（２Ｃ）１５～１７/
ＡＳＣパソコン（Ｂ）１０～１２、１３ ＡＳＣ手芸（ＡＢ）１０～１２/Ａ
１０～１２/ＡＳＣﾎﾟﾙﾄﾞﾌﾞﾗ１４～１６
バタフライ（１Ｃ）１７～１８/原美穂（１Ｃ）１８
ＳＣウォーキング（ＡＢ）１３～
～１５
～２０
１５
第1回３Ｂ体操全国交流大会東北大 リズムスイミング（１Ｃ）１２～１３/ＡＳＣ水中（２Ｃ） 第1回３Ｂ体操全国交流大会 第1回３Ｂ体操全国交流大会東 第1回３Ｂ体操全国交流大会
東北大会inふくしま（準備・リ 北大会inふくしま（準備・リハーサ 東北大会inふくしま（準備・リ
会inふくしま（準備・リハーサル）９～ １３～１５/すいぷか（１Ｃ）１７：３０～２０：３０/小学
生初心者水泳教室（3Ｃ）18～20
ハーサル）９～２１
ハーサル）（ＡＢ）９～２１
２１
ル）（ＡＢ）９～２１

★次回ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｰは5月5日（日）「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、体育館ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室、庭球場（全面）、サイクル広場）※陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室は5月6日（月）に実施

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

※４月２１日現在（内容は変更することがあります）

５月

2019

６月
その他

あづま総合運動公園月間行事予定表
民家園

せせらぎ桜の広場

1

あづま香りのバラ園まつり
土 ９～１６

2

あづま香りのバラ園まつり 体験行事「粉ひき・わ 第12回野田ｸﾗﾌﾞｵｰﾌﾟﾝ木球大会
兼第7回亀岡よしたみ杯木球大
ら細工」 10～12
日 ９～１６

3
4
5

会（ＡＣ面）9～13

ASC生き生き（A面）13～15

月

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
芝養生・作業のため利用不可 芝養生のため利用不可
みちのくリーグＵ-13
（トラックも不可）
（トラックは作業優先のため要確認） ９～１７
第34回全国小学生交流陸上
県北地区予選会6～17

第34回全国小学生交流陸上県北地
区予選会6～17

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）

ミニ多目的広場

水

第62回福島県中学校体育大会福 芝養生・作業のため利用不可（ト
島支部予選会軟式野球競技7～17 ラックも不可）

ＦＣ.ＭＯＳアミーゴ１９～２１

第62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62回福島県中学校体育大会福 芝養生・作業のため利用不可（トラック
島支部予選会軟式野球競技7～17 も不可）/ASCウォーキング（会議室③）
13～14

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62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

芝養生・作業のため利用不可
（トラックも不可）
福島県古希リーグ戦7～17 明治安田生命Ｊリーグ第11節（準
備）「福島ユナイテッド対ＳＣ相模
原」7～18

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）

あづまｽﾎﾟｰﾂｸﾗＧＧ愛好
会１３～１５

ASC生き生き（A面）10～12

7

金 （ｻｲｸﾙ）１３～１４

吾妻小学校

8

土

荒井地区民木球大会
（ＡＣ面）９～１３

9

第12回あらかわ・ふるさとの川 体験行事「子どもの
日 ｳｫｰｷﾝｸﾞ（ｲﾁｮｳ並木とｽﾎﾟｲﾍﾞ 遊び」 10～12

荒井地区民木球大会
（予備日）

せせらぎの外周））
石田小学校（ﾄﾘﾑ）9～11（雨天
月 時軽運動）

1

土

※早朝営業日
オーストリッチＴＣ（１面）９～１２/医科
大学硬式テニス部（３面）９～１２（４
面）１２～１７

2

日

3
4
5

月

6

木

12

水

13

木

金

第45回福島県ターゲットアー ラグビー教室8～17
チェリー選手権大会9～18

8

土

第45回福島県ターゲットアー
チェリー選手権大会9～18

※早朝営業日
オーストリッチＴＣ
（１面）９～１２

9

日

10
11

月

12

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）

13

木

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）

14

金

15

土

16

日

17
18
19

月

20

木

21

金

※早朝営業日
福島ＳＴクラブ（３面）９～１５

22

土

※早朝営業日
オーストリッチＴＣ（１面）９～１２/テニ
研ジュニア（２面）９～１２

23

日

24
25
26
27

月

９～１７時芝作業あり
（トラック要確認）

第72回福島県総合体育大会 第3回マンスリーディスク
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技成年の ゴルフ大会9：30～11：30
部リーグ戦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）

芝養生・作業のため利用不可 南福島アウルズ１９～２１
（トラックも不可）

14

金

15

土

16

日

17
18
19

あづまＤＧＰ愛好会
月 （木陰）１０～１２

芝養生・作業のため利用不可（トラックも不可）
/大和ハウス工業㈱（準備）（会議室全室）１６
～２１
芝養生・作業のため利用不可（トラックも不可）
/大和ハウス工業㈱（会議室全室）９～１４

ASC生き生き（A面）10～12/山
根屋旅館（１面）１０～１３
岡山小学校（巨石、ﾄﾘﾑ、木陰）9：
20～13：30（雨天時軽運動、ｷﾞｬﾗ
ﾘｰ）

もみの樹ヨガ（Ａ面）７～８/第25
回福島市民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭
(木球)（準備）（ＡＣＤ面）１５～１
７
35第25回福島市民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ祭(木球)（ＡＣＤ面）8～14

第32回県下壮年軟式野球 芝養生・作業のため利用不可 ９～１７時芝作業あり
大会県北予選7～17
（トラックも不可）
（トラック要確認）

ＪＦＡキッズサッカーフェス
ティバル７～１６

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～
17

第32回県下壮年軟式野球
大会県北予選7～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

第72回福島県総合体育大会 福島愛犬ﾄﾚｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ ※早朝営業日
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技成年の 訓練競技会6～17
オーストリッチＴＣ
部リーグ戦7～17
（１面）９～１２

ASC生き生き（A面）13～15

芝養生・作業のため利用不可（トラック
可）/福島県スキー連盟（会議室全室）１
１～１７

東北社会人サッカーリーグ9～18

飯坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団９ ※早朝営業日
～１４/福島愛犬ﾄﾚｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ テニ研ジュニア
訓練競技会（準備）14～17
（２面）９～１２

芝養生・作業のため利用不可 ９～１７時芝作業あり（トラック要確
（トラックも不可）
認）ＦＣ.ＭＯＳアミーゴ１９～２１
第62回福島県中学校体育大会県北地区予
選大会（ｿﾌﾄﾃﾆｽ）（全面）6～21

火
安達太良小学校9：
10～9：40

水

安達太良小学校（ﾄﾘﾑ）9：
45～10：45

木

福島養護学校小学部（軽運動）１６～１７
/編んでるｼｱﾀｰ館（絵本文庫）１１～１２/
和田小学校（ﾄﾘﾑ、巨石、ｻｲｸﾙ）11～14
（雨天時軽運動、ﾒｲﾝｷﾞｬﾗﾘｰ）

21

金

ジャパンウォーク福島大会（準備）/福島
養護学校小学部（ｻｲｸﾙ）１０～１２/編ん
でるｼｱﾀｰ館（絵本文庫）/大笹生支援学
校（ｻｲｸﾙ）10～13

ジャパンウォーク福島大会
（準備）

第14回全国高等学校定時制
通信制軟式野球南東北大会
（準備）15～17

芝養生・作業のため利用不可（トラック
も不可）/福島養護学校（室内走路）１０
～１２

22

土

ジャパンウォーク福島大会

ジャパンウォーク福島大会

第14回全国高等学校定時制通信
制軟式野球南東北大会9～17

23

日

芝養生・作業のため利用不可 ジャパンウォーク福島大会
（トラックも不可）
芝養生・作業のため利用不可（トラック 東北社会人サッカーリーグ9～18

24
25
26
27

月

28

金

芝養生・作業のため利用不可
（トラックも不可）

第62回福島県中学校体育大会県北地区予
選大会（ｿﾌﾄﾃﾆｽ）（予備日）

９～１７時芝作業あり
（トラック要確認）

イームズドローンスクール 芝養生・作業のため利用不可 ９～１７時芝作業あり
９～１７
（トラックも不可）
（トラック要確認）

第25回福島市民スポーツレクリーショ 第14回全国高等学校定時制通信
ン祭ディスクゴルフ大会（２面）9：30～ 制軟式野球南東北大会9～17
14：30

第108回初任科生ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
大会１３～１６

ASC生き生き（A面）13～15

第10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）8～17

ジャパンウォーク福島大会
（準備）

可）/子どもたちの自然体験会（会議室
全室）９～２１

第108回初任科生ロードレー
ス大会（トラック）のみ13～16

９～１７時芝作業あり（トラック要確
認）ＦＣ.ＭＯＳアミーゴ１９～２１

芝養生・作業のため利用不可
（トラックも不可）

９～１７時芝作業あり（トラック要確認）

第10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）

東北地区大学サッカーリー ラグビー教室8～17
グ８～１７
レトラーダ福島ＪＦＣ１３～１７ 第72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
部リーグ戦7～17

あづまＤＧＰ愛好会１０～１２/
いきいき交流通学合宿13～21

火
水
木

29

土

30

日

ASC生き生き（A面）10～12

川俣南幼稚園（巨石、ﾄﾘﾑ）9：45～
12（雨天時軽運動、幼児体育室、
ｷﾞｬﾗﾘｰ）

年中行事「たなばた」体験
行事「おりがみ」10～15

芝養生・作業のため利用不可 ９～１７時芝作業あり
（トラックも不可）
（トラック要確認）
芝養生・作業のため利用不可（トラックも不可）
/ＡＳＣ園芸福祉ﾘｰｽ作り（会議室③）１０～１２

９～１７時芝作業あり
（トラック要確認）

西木球クラブオープン大会（ＡＣ 第30回県下児童野球選手権
面）9～14
大会県北予選７～１７

明治安田生命Ｊリーグ第14節（準備）「福島ユ
ナイテッド対セレッソ大阪」7～18

東北社会人サッカーリーグ8～17

第12回あづまカップパークゴル
フ大会（準備）（全面）14～17

明治安田生命Ｊリーグ第14節「福島ユ
ナイテッド対セレッソ大阪」7～18

東北社会人サッカーリーグ9～18

第30回県下児童野球選手権
大会県北予選７～１７

水

7

火
川俣町特別支援教育部（ﾄﾘﾑ）９～１１：３
０（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）/飯豊わくわくこども園
（巨石、ﾄﾘﾑ、ｻｲｸﾙ）10～14/杉妻小学校
（ﾄﾘﾑ、巨石、ｻｲｸﾙ）9：30～13：30（雨天
時ﾒｲﾝｷﾞｬﾗﾘｰ）

火

※早朝営業日
ﾃﾆ研ｼﾞｭﾆｱ（２面）9～12、13～16/福
島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（２面）9～12

福島県古希リーグ戦(予備 明治安田生命Ｊリーグ第11節「福 小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
島ユナイテッド対ＳＣ相模原」7～ 9～17
日）

あづまＤＧＰ愛好会（Ａ面）０～１２
/ASC生き生き（A面）13～15

庭球場

第62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

18
芝養生・作業のため利用不可
（トラックも不可）

月

※早朝営業日
テニ研ジュニア
（２面）９～１２

あづまＤＧＰ愛好会
１０～１２

火

木

20

スポーツイベント広場
第72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
少年の部7～17

第62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

6

10
11

軟式野球場

あづまちびっこパーク（全面）７～１６/第12
回野田ｸﾗﾌﾞｵｰﾌﾟﾝ木球大会兼第7回亀岡よ
したみ杯木球大会（準備）（ＡＣ面）１６～１７

6

日本クラブユース東北大会9～
17

ラグビー教室8～17

日本クラブユース東北大会9
～17

第72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グ戦7～17

★次回ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｰは8月18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室、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

火
水

火
水
木

28

金

※早朝営業日
ﾃﾆ研ｼﾞｭﾆｱ（２面）9～12/福島北高校
ﾃﾆｽ部（2面）9～12（4面）12～16

29

土

第15回ソフトテニスオープン選
手権（全面）７～１８

30

日

※５月１５日現在（内容は変更することがあります）

2019年6月

６月

2019
メインアリーナ

1

あづま総合体育館月間行事予定表
サブアリーナ

体育室

第1回３Ｂ体操全国交流大会東北大会inふく 第1回３Ｂ体操全国交流大会東北大会inふ 第1回３Ｂ体操全国交流大会東北
土 しま（全）9～18
くしま（全）9～18/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）19～21
大会inふくしま9～18

室内プール
小学生初心者水泳教室（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）19～20

6月

研修室
第1回３Ｂ体操全国交流大会東
北大会inふくしま9～18

会議室

和室研修室

第1回３Ｂ体操全国交流大会東北 第1回３Ｂ体操全国交流大会東
大会inふくしま（ＡＢ）9～18
北大会inふくしま（ＡＢ）9～18

1

土
日

ASCパソコン教室（Ｂ）10～12/13～
15

2
3
4
5

ＡＳＣ太極拳研究会9～10/ASC太極拳10～ ASC水中（１C)10～12、15～17/新婦人水
12/ASCピラティス13～14：30/ASCポルドブ 中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（1Ｃ）10～12/バタフライ（1Ｃ）
ラ14：30～16/こみち体操クラブ（Ｂ）17～20 16～17

第70回福島県総合体育大会（体 第70回福島県総合体育大会（体
操競技）（準備）（ＡＢ）8～21
操競技）（準備）（ＡＢ）8～21

6

木

第70回福島県総合体育大会（体 第70回福島県総合体育大会（体
操競技）（ＡＢ）8～21
操競技）（ＡＢ）8～21

7

金

8

土

9
10
11

日

12

水

13

木

14

金

15

土

16

日

17
18

月

19

水

20

木

21

金

22

土

23

日

24
25
26

月

27

木

28

金

29

土

30

日

6

福島県武術太極拳連盟（全）9～16
福島新体操ｸﾗﾌﾞ（Ｂ）16～20
福島県立医科大学ハンドボール部（1/2ＡＢ）18～ ASCラージ卓球（B)13～15/こみち体操ク
月 20/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）19～21
ラブ（Ｂ）17～20/ウェスト（Ａ）17～19
火
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（Ａ）19～21/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ
こみち体操クラブ（Ｂ）16～18（全）18～19
水 （Ｂ）19～21/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ｃ）19～21
（Ｂ）19～20
第70回福島県総合体育大会（体操競技）
第70回福島県総合体育大会（体操競技）
木 （準備）（全）8～21
（準備）（全）8～21

7

第70回福島県総合体育大会（体操競技）
金 （全）8～21

第70回福島県総合体育大会（体操競技）
（全）8～21

ASC３B体操10～12/ASC太極拳
13～15

8

第70回福島県総合体育大会（体操競技）
土 （全）8～21

第70回福島県総合体育大会（体操競技）
（全）8～21

空手同好会突蹴会16～18/ＱＯＡ 小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12/な 経営企画課12～17
かよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（2Ｃ）19～20/ら・なたし
Ａ18～21

第70回福島県総合体育大会（体 第70回福島県総合体育大会（体
操競技）（ＡＢ）8～21
操競技）（ＡＢ）8～21

あめそら10～12/Ｈａｒｕｍｉ Ｂｅｌｌｙ すいぷか（1Ｃ）9～13/小学生初心者水泳教室
（3Ｃ）10～12/信陵中学校水泳部（4Ｃ）13～15
ｄａｎｃｅ ｃｌａｓｓ12～15
リトルビクス10～12/ASC健康体 ASC水中（2C)10～12/すいぷか（1
操＆ダンス13～15
Ｃ）17：30～20：30

第70回福島県総合体育大会（体 第70回福島県総合体育大会（体
操競技）（ＡＢ）8～21
操競技）（ＡＢ）8～21
健美体ウォーキング（ＡＢ）10～
石田小学校（Ｂ）9～11

2
3
4
5

9
10
11
12

日

第16-1回県北強化リーグ卓球大会
（全）8～18

第70回福島県総合体育大会（体操競技）
（全）8～21
福島県立医科大学ハンドボール部（1/2ＡＢ）18～ 親子で楽しむからだあそび（全）9～12
月 20/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）19～21
ASCラージ卓球（B)13～15
火
福島市立杉妻小学生（Ａ）10～14/飯豊わくわくこども園
川俣町特別支援教育部（全）9～12/こみち
（Ｂ）10～14/福島県立医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）17
水 ～19/あづまｶﾞｰﾙｽﾞｻｯｶｰｽｸｰﾙ（1/2AB)19～21/レトラー 体操クラブ（Ｂ）16～18（全）18～19（Ｂ）19
～20
ダ福島ＪＦＣ（1/2ＢＣ）19～21
日

第70回福島県総合体育大会（体操競技）
（全）8～21

子どもハンドボール体験会（全）19～21

ASCラージ卓球（B)13～15
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）19～21

すいぷか（1Ｃ）9～13/小学生初心者水泳教室
（3Ｃ）10～12/信陵中学校水泳部（4Ｃ）13～15

ASCフラダンス13～14

ASC水中（2C)10～12/すいぷか（1
Ｃ）17：30～20：30

風俗営業管理者に対する法令講習
12～17/株式会社渡辺土木17～20

ASCストレッチヨガ10～12/ASC健康
ビクス13～15

すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30

株式会社渡辺土木9～18

ASCストレッチヨガ10～12/ASC
健康ビクス13～15/チームＡＴＣ
19～21

14

第19回全国障がい者スポーツ大会バスケッ 第19回全国障がい者スポーツ大会バス
ASC３B体操10～12/ASC太極拳
トボール競技北海道東北ブロック予選会
ケットボール競技北海道東北ブロック予選
13～15
金
（全）9～21
会（全）9～21

16
17
18
19

第19回全国障がい者スポーツ大会バス
ケットボール競技北海道東北ブロック予選
会（全）9～21
第19回全国障がい者スポーツ大会バス
ケットボール競技北海道東北ブロック予選
会（全）9～21
親子で楽しむからだあそび（全）9～12
ASCラージ卓球（B)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（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

すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30

20

福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）19～21
木 ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ｃ）19～21

福島養護学校（全）10～12/ASCラージ卓
球（B)13～15/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）19～21

ＡＳＣ太極拳研究会9～10/ASC太極拳10～ ASC水中（１C)10～12、15～17/新婦人水
12/ASCピラティス13～14：30/ASCポルドブ 中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（1Ｃ）10～12/福島養護学校
ラ14：30～16/こみち体操クラブ（Ｂ）17～20 （2Ｃ）14～16/バタフライ（1Ｃ）17～18

21

ジャパンウォーク福島大会
金 （準備）（全）9～21

ジャパンウォーク福島大会
（準備）（全）9～21

ASC３B体操10～12/ASC太極拳 父の夢（2Ｃ）10～12/リズムスイミング（1
13～15/福島新体操ｸﾗﾌﾞ17～21 Ｃ）12～13/ASC水中（２C)13～15/すいぷ

22

ジャパンウォーク福島大会
土 （全）9～21

ジャパンウォーク福島大会
（全）9～21

こみち体操クラブ10～13/空手同 なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（2Ｃ）19～20/
好会突蹴会16～18
ら・なたしおん（1Ｃ）19：30～20：30

23

日 選手権大会マスターズの部予選（全）8～18

24
25
26

月

第19回全国障がい者スポーツ大
会バスケットボール競技北海道
東北ブロック予選会（ＡＢ）9～21
第19回全国障がい者スポーツ大
会バスケットボール競技北海道
東北ブロック予選会（ＡＢ）9～21

第19回全国障がい者スポーツ大
会バスケットボール競技北海道
東北ブロック予選会（ＡＢ）9～21
第19回全国障がい者スポーツ大
会バスケットボール競技北海道
東北ブロック予選会（ＡＢ）9～21
健美体ウォーキング（ＡＢ）10～
12/ASCリラックスヨガ（2室）13～15

第62回福島県中学校体育大会 第62回福島県中学校体育大会
県北地区予選大会（ハンドボー 県北地区予選大会（ハンドボー
ル）8～17
ル）（ＡＢ）8～17
ASCパソコン教室（Ｂ）10～12/13 ASCウォーキング（2室）13～14
～15
大内様（Ｂ）10～16/あづまｔｅｓｈｉ
－ｇｏｔ市場実行委員会（Ａ）10～
16

もみの樹ヨガ（ＡＢ）9～11/あづまｔｅｓｈｉ－ｇ
ｏｔ市場実行委員会（Ｂ）11～17/小名浜リト
ルフロッグス（Ｂ）19～20

Ｈａｒｕｍｉ Ｂｅｌｌｙｄａｎｃｅ ｃｌａｓｓ12 すいぷか（1Ｃ）9～13/めだかクラブ
大内様（Ｂ）10～17
～15
（2Ｃ）10～12
平成31年度体育保健体育指導力向上研修福 リトルビクス10～12/ASC健康体 平成31年度体育保健体育指導力向上研修福島 平成31年度体育保健体育指導 平成31年度体育保健体育指導力向 平成31年度体育保健体育指導力向
県中央研修（３C)9～16/ASC水中（１C)10～12/
島県中央研修（全）9～16/いきいき交流通学合 操＆ダンス13～15
力向上研修福島県中央研修9～ 上研修福島県中央研修（ＡＢ）9～16 上研修福島県中央研修（ＡＢ）9～16
すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30
宿（全）17～21
16

火

27
28

平成31年度第72回福島県総合体育大会剣 平成31年度第72回福島県総合体育大会
金 道競技（全）7～21
剣道競技（全）7～21

ASC３B体操10～12/ASC太極拳
13～15

平成31年度第72回福島県総合体育大会剣
土 道競技（全）7～21
平成31年度第72回福島県総合体育大会剣
日
道競技（全）7～21

日本３Ｂ体操協会福島北支部指 なかよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（2Ｃ）19～20/
導士研究会9～１７
ら・なたしおん（1Ｃ）19：30～20：30
日本３Ｂ体操協会福島北支部指導士 すいぷか（1Ｃ）9～13

30

第19回全国障がい者スポーツ 第19回全国障がい者スポーツ大 第19回全国障がい者スポーツ大
大会バスケットボール競技北海 会バスケットボール競技北海道 会バスケットボール競技北海道
道東北ブロック予選会9～21
東北ブロック予選会（ＡＢ）9～21 東北ブロック予選会（ＡＢ）9～21

か（1Ｃ）17：30～20：30

あづまガールズサッカースクー（1/2AB)19～
水
21/南福島アウルズ（1/2ＢＣ）19～21
ＮＦＣビバーチェ（Ａ）19～21
木 福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＢＣ）19～21

29

ASCパソコン教室（Ｂ）10～12/13 ＡＳＣウォーキング（ＡＢ）１３～１
～15
５

第62回福島県中学校体育大会県北 第62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）（ＡＢ）8～21
地区予選大会（ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ）9～21

第62回福島県中学校体育大会県北地区予選大

平成31年度体育保健体育指導力向上研修福島県中央研
修（全）9～16/福島県立医科大学ハンドボール部（1/2Ａ
Ｂ）18～20/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）19～20

12/ASCリラックスヨガ（2室）13～15

みなみクラブ9～16/空手同好会 小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12/な 第19回全国障がい者スポーツ
かよしｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（2Ｃ）19～20/ら・なたし 大会バスケットボール競技北海
突蹴会16～18
おん（1Ｃ）19：30～20：30
道東北ブロック予選会9～21
サンヨー会10～12/あめそら13～ すいぷか（1Ｃ）9～13/小学生初心者 第19回全国障がい者スポーツ
15
水泳教室（3Ｃ）10～12
大会バスケットボール競技北海
道東北ブロック予選会9～21
ASCフラダンス13～14
ASC水中（2C)10～12/すいぷか（1
Ｃ）17：30～20：30

第62回福島県中学校体育大会県北地区予選
大会（ハンドボール）（全）8～21
第62回福島県中学校体育大会県北地区予選大 第62回福島県中学校体育大会県北地区予選 ASCストレッチヨガ10～12/ASC
会（ハンドボール）（全）8～17/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．Ｆ 大会（ハンドボール）（全）8～17/こみち体操クラ 健康ビクス13～15
水
Ｃ（Ａ）19～21/ＮＦＣビバーチェ（Ｂ）19～21/ＮＦＣ ブ（Ｂ）17～18（全）18～19（Ｂ）19～20
ﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ｃ）19～21

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

福島市小学校体育大会水泳実技講 福島市小学校体育大会水泳実 ASCパソコン教室（Ｂ）10～12/13 飯豊わくわくこども園（ＡＢ）12～
習会（4Ｃ）15～17/すいぷか（1Ｃ）
技講習会15～17
～15
13
17：30～20：30

火 会（ハンドボール）（全）8～21

福島県卓球選手権大会マスターズの部兼全日本

経営企画課8～17

ＡＳＣ太極拳研究会9～10/ASC太極 ASC水中（１C)10～12、15～17/イルカ
拳10～12/ASCピラティス13～14：
サークル（1Ｃ）14～15/バタフライ（1Ｃ）17
30/ASCポルドブラ14：30～16
～18

木

第19回全国障がい者スポーツ大会バスケッ
土 トボール競技北海道東北ブロック予選会
（全）9～21
第19回全国障がい者スポーツ大会バスケッ
日 トボール競技北海道東北ブロック予選会
（全）9～21
ジェイム福島ＦＣ（1/2ＡＢ）19～21
月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）19～21

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/小学生初
心者水泳教室（3Ｃ）18～20

おん（1Ｃ）19：30～20：30

13

15

ASCラージ卓球（B)13～15/こみち体操ク
ラブ（Ｂ）16～18（全）18～19（Ｂ）19～20
ASCラージ卓球（B)13～15
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）19～21

平成31年度第72回福島県総合体育大会
剣道競技（全）7～21
平成31年度第72回福島県総合体育大会
剣道競技（全）7～21

宿泊施設

ASCストレッチヨガ10～12/ASC健康
ビクス13～15/チームＡＴＣ19～21

すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30

ASCパソコン教室（Ｂ）10～12/13
～15
ASCパソコン教室（Ｂ）10～12/13 ASC手芸（ＡＢ）10～12
～15

ＡＳＣ太極拳研究会9～10/ASC太極拳10～ ASC水中（１C)10～12、15～17/イルカサークル
12/ASCポルドブラ14～16/こみち体操クラ （1Ｃ）14～15/バタフライ（1Ｃ）17～18
ブ17～20

研究会9～12/空手同好会突蹴会16
～18

父の夢（2Ｃ）10～12/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

平成31年度第72回福島県総合
体育大会剣道競技7～21
平成31年度第72回福島県総合
体育大会剣道競技7～21
平成31年度第72回福島県総合 日本３Ｂ体操協会福島北支部指
体育大会剣道競技7～21
導士研究会（ＡＢ）12～17

★次回ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｰは8月18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室、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。

月
火
水

月
火

火

火
水

※５月１６日現在（内容は変更することがあります）

2019年6月

