７月

2019
その他

民家園

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広
場）10～12

1

月

2

火

3

水

4

木

5

金

6

土

7

日

8
10

大駐車場
月 全国大陶器市準備
準備
大駐車場
火
全国大陶器市準備
準備
大駐車場
水 全国大陶器市

11

大駐車場
木 全国大陶器市

12

大駐車場
金 全国大陶器市

9

あづま総合運動公園月間行事予定表
せせらぎ桜の広場
第12回あづまカップパークゴル
フ大会（全面）8～15

もみの樹ヨガ（Ａ面）7～8/西木 マクドナルドカップ第24回学童軟
球クラブオープン大会（ＡＣ面） 式野球大会県北予選7～17
（予備日）
利用制限

2019年度パークゴルフ指導者
研修会（県北ブロック第1回）
（全面）11～16

13

土

14

大駐車場
日 全国大陶器市

荒井地区民木球大会
（２面）9～13

「海の日」大駐車場
月 全国大陶器市
大駐車場
火 全国大陶器市
大駐車場
水 全国大陶器市

荒井地区民木球大会
（予備日）

17
18
19

土
アカリトライブ2019
日

22
23

月

第20回福島市ディスクゴルフ大
会（ＣＤ面）9：30～14：30

水

25

木

芝養生ため利用不可
（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
（陸上競技）（準備）6～21
第62回福島県中学校体育大会
（陸上競技）6～21
第62回福島県中学校体育大会
（陸上競技）6～21
第62回福島県中学校体育大会
（陸上競技）6～21
第34回全国小学生交流大会福島県大会
（準備）6～21

第34回全国小学生交流大会福島県大会
6～21
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）

第34回全国小学生交流大会福島県大会
6～21
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（A面）13～15

福島市（大駐車場一部占有あ
り）

26

金

27

土

28

ふくしまキッズ博
日 県営あづま球場を作ろう

29

月

30

火

31

水

スポーツイベント広場

ミニ多目的広場

庭球場

ASC生き生き13～15

1

月

2

火

3

水

ASC生き生き10～12

4

木

あづまｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞＧＧ愛好
会13～15

5

金

※早朝営業日
テニ研ジュニア（２面）９～１２

6

土

※早朝営業日
オーストリッチＴＣ（１面）９～１２

7

日

8

月

9

火

10

水

11

木

12

金

13

土

14

日

15

月

16

火

17

水

18

木

19

金

20

土

21

日

22
23

月

24

水

25

木

26

金

27

土

28

日

29

月

30

火

31

水

第72回福島県総合体育大会アー ラグビー教室8～17
チェリー競技会8～17
第72回福島県総合体育大会アー 小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17
チェリー競技会8～17

利用制限
ﾘﾍﾞ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）
福島県危機管理課（会議室全室）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）
福島復興支援ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝﾏｯﾁ「Ｊレジェン
ド＆ＭＩＦＡ ＦＣ 対福島県高校選抜」/Ｊ3
リーグ「福島ユナイテッドＦＣ対ロアッソ熊
本」（準備）7～18
福島復興支援ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝﾏｯﾁ
「Ｊレジェンド＆ＭＩＦＡ ＦＣ対福島県高校
選抜」・12：00開場13：00キックオフ

芝養生ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）
ポラリスリーグ9～17

芝養生ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

東北社会人サッカーリーグ9～18

ふくしまキッズ博
体験行事「昔の一
日」 9～16：30

あづまＤＧＰ愛好会１０～１２

ASC生き生き10～12
あづまｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞＧＧ愛好
会13～15
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

ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ大会9：
30～11：30

ラグビー教室8～17

福島ユナイテッドＦＣトップチーム
練習9～12

※早朝営業日
福島ジュニアソフトテニスクラブ
（２面）９～１２/テニ研ジュニア
（２面）１３～１６
※早朝営業日
※早朝営業日
ASCテニス（2面）10～12

ASC生き生き10～12

あづまｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞＧＧ愛好
会13～15
2019年度（第22回）東北小学生
中学生アーチェリー大会9～17

ＪＦＡキッズサッカーフェスティ
バル7～16

2019年度（第22回）東北小学生
中学生アーチェリー大会9～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17

利用制限

火

24

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62回福島県中学校体育大会
（陸上競技）（準備）6～21
第62回福島県中学校体育大会
（陸上競技）6～21
第62回福島県中学校体育大会
（陸上競技）6～21
第62回福島県中学校体育大会
（陸上競技）6～21
第34回全国小学生交流大会福島県大会
（準備）6～21

第２多目的広場

第32回県下壮年軟式野球大会県 第72回福島県総合体育大会第74回福島 第72回福島県総合体育大会第74回福島県 第72回福島県総合体育大会第
北予選7～17
県選手権大会（陸上）6～21
選手権大会（陸上）6～21
74回福島県選手権大会
（陸上）6～21
第32回県下壮年軟式野球大会県 芝養生・作業のため利用不可
芝養生ため利用不可
ポラリスリーグ9～17
北予選7～17
（トラックは作業優先のため要確認）
（トラック可）

大駐車場
全国大陶器市撤収
木
編んでるｼｱﾀｰ館
（絵本文庫）11～12
編んでるｼｱﾀｰ館
金
（絵本文庫）11～12

21

補助陸上競技場

第72回福島県総合体育大会第74回福島 第72回福島県総合体育大会第74回福島県 第72回福島県総合体育大会第
県選手権大会（陸上）6～21
選手権大会（陸上）6～21
74回福島県選手権大会
（陸上）6～21
第72回福島県総合体育大会第74回福島 第72回福島県総合体育大会第74回福島県 第72回福島県総合体育大会第
県選手権大会（陸上）6～21
選手権大会（陸上）6～21
74回福島県選手権大会
（陸上）6～21
第72回福島県総合体育大会第74回福島 第72回福島県総合体育大会第74回福島県 第72回福島県総合体育大会第
県選手権大会（陸上）6～21
選手権大会（陸上）6～21
74回福島県選手権大会
（陸上）6～21
第32回県下壮年軟式野球大会県 第72回福島県総合体育大会第74回福島 第72回福島県総合体育大会第74回福島県 第72回福島県総合体育大会第
北予選7～17
県選手権大会（陸上）6～21
選手権大会（陸上）6～21
74回福島県選手権大会
（陸上）6～21

県北野球連盟７～１７

20

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ

停電作業あり

荒井地区民木球大会
（準備）（２面）16～17

16

利用制限

あづまＤＧＰ愛好会（Ａ面）10～
12/ASC生き生き（A面）13～15

大駐車場
全国大陶器市

15

軟式野球場

7月

利用制限

※早朝営業日
清陵情報高校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部（2面）
10～17/テニ研ジュニア（２面）１
３～１６
※早朝営業日
清陵情報高校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部（2面）
10～17/オーストリッチＴＣ（１面）
９～１２

Ｊ3リーグ「福島ユナイテッドＦＣ対ロアッソ
熊本」・15：00キックオフ
7～18
芝養生・作業のため利用不可
芝養生ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）
（トラックは作業優先のため要確認）
福島県事業（オリパラ）

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先のため要確認）
ＡＳＣパソコン教室
（会議室③）10～12/13～15
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
（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）
第29回世界少年野球大会福島大 福島市陸上競技協会
利用制限
会１０～１７
（トラック、室内走路）9～16
第29回世界少年野球大会福島大 福島市陸上競技協会
利用制限
会９～１７
（トラック、室内走路）9～16
あづまＤＧＰ愛好会（Ａ面）10～ 第29回世界少年野球大会福島大 芝養生・作業のため利用不可
12/ASC生き生き（A面）13～15 会９～１７
（トラックは作業優先のため要確認）
第29回世界少年野球大会福島大
会９～１７
第29回世界少年野球大会福島大 芝養生・作業のため利用不可
会９～１７
（トラックは作業優先のため要確認）

火

福島県事業（オリパラ）

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）
小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17
東北社会人サッカーリーグ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）

ASC生き生き10～12

第29回世界少年野球大会福島
大会１０～１７
第29回世界少年野球大会福島
大会９～１７
第29回世界少年野球大会福島
大会９～１７
第29回世界少年野球大会福島
大会９～１７
第29回世界少年野球大会福島
大会９～１７

★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。

あづまｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞＧＧ愛好 磐城第一高校ソフトテニス部
会13～15
（１面）１５～１７
第29回世界少年野球大会福島
ケンコーカップ第19回中学高校
臨時駐車場
大会１０～１７
合同研修大会（全面）7～18
第29回世界少年野球大会福島
ケンコーカップ第19回中学高校
臨時駐車場
大会９～１７
合同研修大会（全面）7～18
第29回世界少年野球大会福島
整備のため利用不可
大会９～１７
第29回世界少年野球大会福島
大会９～１７
第29回世界少年野球大会福島
福島北高校テニス部
大会９～１７
（７面）９～１７

※６月１８日現在（内容は変更することがあります）

2019年7月

７月

2019

あづま総合体育館月間行事予定表

メインアリーナ

サブアリーナ

1

月

県北地区高体連剣道専門部（Ｃ）9～12/ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰ
ﾙ（Ａ）17～18/福島県立医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）18
～20/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2ＢＣ）19～21

2
3

火

第62回福島県中学校体育大会（陸上競技）
（準備）（全）６～２１

ASCラージ卓球（B面）13～15
第62回福島県中学校体育大会（陸上競技）
（準備）（全）6～21

4

第62回福島県中学校体育大会（陸上競技）
（全）６～２１
第62回福島県中学校体育大会（陸上競技）
木 （全）６～２１

5

第72回福島県総合体育大会バスケットボー 第72回福島県総合体育大会バスケットボー
ル競技 少年･成年（準備）（全）９～２１
金 ル競技 少年･成年（準備）（全）9～21

6
7
8
9

水

第62回福島県中学校体育大会（陸上競技）
（全）6～21
第62回福島県中学校体育大会（陸上競技）
（全）6～21

体育室
ﾘﾄﾙﾋﾞｸｽ10～12/ASCﾌﾗﾀﾞﾝｽ13～
14：30/ｽﾎﾟｰﾂｳｪﾙﾈｽ吹矢教室14：
30～16

ASCｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ10～12/ASC健康ﾋﾞｸｽ
13～15/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ19～21

室内プール

7月

研修室

会議室

大笹生支援学校（2Ｃ）10～12
すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30

ＡＳＣ太極拳研究会9～10/ASC太極拳
10～12/ASCピラティス13～14：
30/ASCポルドブラ14：30～16/こみち
体操クラブ17～20

ASC水中(1C)10～12（2Ｃ）15～17/新婦人水
中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（1Ｃ）10～12/大笹生支援学校（2
Ｃ）10～12/ｲﾙｶｻｰｸﾙ（1Ｃ）14～15/バタフラ
イ（1Ｃ）17～18/原様（1Ｃ）18～20
ASC３B体操10～12/ASC太極拳13 大笹生支援学校（2Ｃ）10～12/リズムスイミン
～15/ＡＳＣ太極拳研究会15～16/カ グ（1Ｃ）12～13/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（1
Ｃ）13～14/ASC水中（２C)13～15/すいぷか
ルチャー教室「ﾎﾟﾙﾊﾞﾚ」17～21
（1Ｃ）18：30～20：30

和室研修室

みどりの総合講座「フレッシュハーブ ASCリラックスヨガ（ＡＢ）13～15
リース作り」（ＡＢ）９～１７

ASC水中（２C)10～12/バタフライ（1Ｃ）
16～18/すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30

1

月

2
3

火

4

木

第72回福島県総合体育大会バスケ 第72回福島県総合体育大会バスケ
競技 少年･成年（準備）（ＡＢ）9～21 競技 少年･成年（準備）（ＡＢ）9～21

5

金

第72回福島県総合体育大会バスケ 第72回福島県総合体育大会バスケ
競技 少年･成年（ＡＢ）9～21
競技 少年･成年（ＡＢ）9～21

6

土

7

日

8
9

月

10

水

第46回東北総合体育大会（体操 第46回東北総合体育大会（体操競 第46回東北総合体育大会（体操競
競技･トランポリン)（準備）8～21 技･トランポリン)（準備）（ＡＢ）8～21 技･トランポリン)（準備）（ＡＢ）8～21

11

木

第62回福島県中学校体育大会
（陸上競技）（準備）6～21

第62回福島県中学校体育大会
（陸上競技）（準備）（ＡＢ）6～21

第62回福島県中学校体育大会
（陸上競技）6～21
第62回福島県中学校体育大会
（陸上競技）6～21

第62回福島県中学校体育大会（陸
上競技）（ＡＢ）6～21
第62回福島県中学校体育大会（陸 ASCウォーキング（ＡＢ）13～15
上競技）（ＡＢ）6～21

第72回福島県総合体育大会バ
スケ競技 少年･成年（準備）9～
21
第72回福島県総合体育大会バスケットボー 第72回福島県総合体育大会バスケットボー 空手同好会突蹴会16～18/松川 なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19 第72回福島県総合体育大会バ
ル競技 少年･成年（全）９～２１
ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 ～20/ら・なたしおん（1Ｃ）19：30～ スケ競技 少年･成年9～21
土 ル競技 少年･成年（全）9～21
18～20
20：30
第72回福島県総合体育大会バスケットボー 第72回福島県総合体育大会バスケットボー サンヨー会10～12
すいぷか（1Ｃ）9～13
第72回福島県総合体育大会バ
日 ル競技 少年･成年（全）9～21
ル競技 少年･成年（全）９～２１
スケ競技 少年･成年9～21
第72回福島県総合体育大会バスケットボー 第72回福島県総合体育大会バスケットボー リトルビクス10～12/ASC健康体 ASC水中（２C)10～12
第72回福島県総合体育大会バ
月 ル競技 少年･成年（全）9～21
ル競技 少年･成年（全）９～２１
操＆ダンス13～15
すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30
スケ競技 少年･成年9～21

第72回福島県総合体育大会バスケ
競技 少年･成年（ＡＢ）9～21
第72回福島県総合体育大会バスケ
競技 少年･成年（ＡＢ）9～21

第72回福島県総合体育大会バスケ
競技 少年･成年（ＡＢ）9～21
第72回福島県総合体育大会バスケ
競技 少年･成年（ＡＢ）9～21

停電作業あり

火

宿泊施設

火

10

西部三育幼稚園（全）9～15/福島県立医科大学ﾊﾝﾄﾞ ASCラージ卓球（B面）13～15/こみち体操ク ASCストレッチヨガ10～12/ASC健康 大笹生支援学校（2Ｃ）10～12/聴覚支 2019年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導者研修
ビクス13～15/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ 援学校（1Ｃ）10～12/すいぷか（1Ｃ）
水 ﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）17～19/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ（1/2ＡＢ）19 ラブ（Ｂ）16～18（全）19～20（Ｂ）19～20
会（県北ブロック第1回）8～12
～21/あづまｶﾞｰﾙｽﾞｻｯｶｰｽｸｰﾙ（1/2ＢＣ）19～21
19～21
17：30～20：30

11

第46回東北総合体育大会（体操競技･トラン 第46回東北総合体育大会（体操競技･トラン
木 ポリン)（準備）（全）8～21
ポリン)（準備）（全）8～21

12

第46回東北総合体育大会（体操競技･トラン 第46回東北総合体育大会（体操競技･トラン ASC３B体操10～12/ASC太極拳13
～15/ＡＳＣ太極拳研究会15～16
金 ポリン)（全）8～21
ポリン)（全）8～21

父の夢（2Ｃ）10～12/大笹生支援学校（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）18：30～20：30

第46回東北総合体育大会（体操 第46回東北総合体育大会（体操競 第46回東北総合体育大会（体操競
競技･トランポリン)8～21
技･トランポリン)（ＡＢ）8～21
技･トランポリン)（ＡＢ）8～21

12

金

13

第46回東北総合体育大会（体操競技･トラン 第46回東北総合体育大会（体操競技･トラン みなみｸﾗﾌﾞ9～16/空手同好会突蹴
土 ポリン)（全）8～21
会16～18/円空館保護者会18～20
ポリン)（全）8～21

ドリーム河内Ｊｒ（2Ｃ）9～12、15～17/なかよ
しｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（2Ｃ）19～20/ら・なたしおん（1
Ｃ）19：30～20：30

第46回東北総合体育大会（体操 第46回東北総合体育大会（体操競 第46回東北総合体育大会（体操競
競技･トランポリン)8～21
技･トランポリン)（ＡＢ）8～21
技･トランポリン)（ＡＢ）8～21

13

土

14

日

第46回東北総合体育大会（体操競技･トラン 第46回東北総合体育大会（体操競技･トラン ブレス10～13、14～15
ドリーム河内Ｊｒ（2Ｃ）9～12、15～ 第46回東北総合体育大会（体操 第46回東北総合体育大会（体操競 第46回東北総合体育大会（体操競
ポリン)（全）8～21
ポリン)（全）8～21
HarumiBellydance class17～20 17/すいぷか（1Ｃ）9～13
競技･トランポリン)8～21
技･トランポリン)（ＡＢ）8～21
技･トランポリン)（ＡＢ）8～21

14

日

15

月

ＦＵＹＯｸﾗﾌﾞ（Ａ）9～12/福島県立医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部
親子で楽しむからだあそび（全）9～12/ASCラー
（1/2ＡＢ）13～17/ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ（Ａ）17～18/ＩＮＮＯＶ ジ卓球（B面）13～15/あづま運動部（全）19～21
ＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）18～21/野田会（Ｃ）19～21

15

月

16

火

16

火

17

福島県立医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）17～19/ 南クラブ（Ｂ）14～17/こみち体操クラブ（Ｂ）
水 レトラーダ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）19～21/あづまｶﾞｰﾙ 16～18（全）18～19（Ｂ）19～20
ｽﾞｻｯｶｰｽｸｰﾙ（1/2ＢＣ）19～21

ASCストレッチヨガ10～12/ASC健康 すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30
ビクス13～15/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ
19～21

17

水

18

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

南クラブ（Ｂ）9～12/ASCラージ卓球（B面）
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（2Ｃ）15～17/新婦人水中
～12/ASCピラティス13～14：30/ASCポル ｳｫｰｷﾝｸﾞ（1Ｃ）10～12/ｲﾙｶｻｰｸﾙ（1Ｃ）14～15/
ドブラ14：30～16/こみち体操クラブ17～20 バタフライ（1Ｃ）17～18/原様（1Ｃ）18～20

18

木

19

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）19～21
金 ジェイム福島ＦＣ（1/2ＢＣ）19～21

ASCラージ卓球（B面）13～15/アカリトライブ ASC３B体操10～12/ASC太極拳13
～15/ＡＳＣ太極拳研究15～16
2019（準備）（全）16～21

19

金

20

土

21

日

カルチャー教室「トールペイント」（Ａ ASCリラックスヨガ（ＡＢ）13～15
Ｂ）13～16
福島県事業（オリパラ）（全）９～２１（雨天時）
福島県事業（オリパラ）９～２１
福島県事業（オリパラ）（AB）９～２１ 福島県事業（オリパラ）（AB）９～２１
（雨天時）
（雨天時）
（雨天時）

22
23

月

24

水

ふくしまキッズ博（準備）（ＡＢ）9～21 ふくしまキッズ博（準備）（ＡＢ）9～21

25
26
27
28

木

29

月

30
31

火

20
21
22
23
24
25
26
27
28

土

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（Ａ）9～12/鎌田ｲｰｸﾞﾙｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸ
ﾗﾌﾞ（Ｂ）9～12/ＦＵＹＯｸﾗﾌﾞ（Ｃ）9～12/福島県立医科大学
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（全）12～18/第2回ＫＡＩＲＩＮユネスコ杯ドッジ
ボール選手権大会（準備）（全）19～21

アカリトライブ2019（準備）（全）９～２１

ＡＳＣ太極拳研究会9～10/ASC太極拳10 大笹生支援学校（2Ｃ）10～12/ASC水中(1C)10
～12/ASCピラティス13～14：30/ASCポル ～12（2Ｃ）15～17/ｲﾙｶｻｰｸﾙ（1Ｃ）14～15/バタ
ドブラ14：30～16/こみち体操クラブ17～20 フライ（1Ｃ）17～18/原様（1Ｃ）18～20

ドリーム河内Ｊｒ（2Ｃ）9～12/ASC水中
（２C)10～12/すいぷか（1Ｃ）17：30～
20：30

利用不可

ASCラージ卓球（B面）13～15/こみち体操ク
ラブ（Ｂ）17～18（全）18～19（Ｂ）19～20
福島県事業（オリパラ）（全）９～２１（雨天時）
火
福島県事業（ｵﾘﾊﾟﾗ）（全）9～19（雨天時）/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ 福島県事業（オリパラ）（全）９～２１
水 ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ａ）19～21/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（Ｂ）19～
（雨天時）
21/NFCﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ（Ｃ）19～21

リトルビクス10～12/ASC健康体
操＆ダンス13～15

20/メリット5（1/2ＢＣ）18～20

木
金

ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ（Ａ）17～18/福島県立医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部
（1/2ＡＢ）18～20/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）19～21

29

月

30
31

火

福島県事業（オリパラ）
９～２１（雨天時）

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）（全）9～21

ふくしまキッズ博（準備）（全）9～21

ＡＳＣ太極拳研究会9～10/ふく
しまキッズ博（準備）10～21
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

土 ふくしまキッズ博（全）６～２１
日 ふくしまキッズ博（全）６～２１
ふくしまキッズ博（撤収）（全）９～２１

第29回世界少年野球大会福島大会
水
（全）９～２１

市町村対抗福島県ソフトボール ASCパソコン教室（Ｂ）10～12、13～15カ 市町村対抗福島県ソフトボール大
ルチャー教室「ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰで作る仏 会実行委員会（ＡＢ）10～12
大会実行委員会10～16
花教室」（Ａ）13～16

カルチャー教室「大正琴」（Ａ）9～12、「ｱｰﾃｨﾌｨ
ｼｬﾙﾌﾗﾜｰの爽やかな壁飾り」13～16/ASCパソ
コン教室（Ｂ）10～12、13～15

もみの樹ヨガ（ＡＢ）9～11
夏休み期間のため
個人利用のみ可

アカリトライブ2019
９～２１

アカリトライブ2019
（ＡＢ）９～２１

アカリトライブ2019
（ＡＢ）９～２１

ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導者研修会（県北ブロック第2
回）8～12/ふくしまキッズ博（準備）12～21

ふくしまキッズ博（準備）（ＡＢ）9～21 ふくしまキッズ博（準備）（ＡＢ）9～21

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（ＡＢ）6～21

ふくしまキッズ博（ＡＢ）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（ＡＢ）6～21

ふくしまキッズ博（ＡＢ）6～21

ふくしまキッズ博（撤収）９～２１

ふくしまキッズ博（撤収）（ＡＢ）９～２ ふくしまキッズ博（撤収）（ＡＢ）9～
１
13/ASCリラックスヨガ（ＡＢ）13～15

ふくしまキッズ博（撤収）（全）９～１３/ASCラージ卓球（B ふくしまｷｯｽﾞ博（撤収）9～10/ﾘﾄﾙﾋﾞｸｽ10
面）13～15/こみち体操クラブ（Ｂ）17～18（全）18～19（Ｂ） ～12/ASCﾌﾗﾀﾞﾝｽ13～14：30/ｽﾎﾟｰﾂｳｪﾙ
19～20
ﾈｽ吹矢教室14：30～16

第29回世界少年野球大会福島大会（全）９～２１
第29回世界少年野球大会福島大会
（全）９～２１

ASC手芸（ＡＢ）10～12/ASCウォー
キング（ＡＢ）13～14

観光コンベンション協会
（ＡＢ）11～14

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）18：30～20：30

東北電力鼓響会10～16/空手同
好会突蹴会16～18

第2回ＫＡＩＲＩＮユネスコ杯ドッジボール選手権大 アカリトライブ2019（全）９～２１
日 会（全）7～18/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）18～ 17：30開場/18：00開演

月

カルチャー教室「アロマ虫よけスプレー」 カルチャー教室「骨盤体操」（ＡＢ）13
（Ａ）9～12/ASCパソコン教室（Ｂ）10～ ～16
12、13～15

水

第29回世界少年野球大会福島大会（全）９～２１
第29回世界少年野球大会福島
大会９～２１

第29回世界少年野球大会福島
大会９～２１

第29回世界少年野球大会福島大会 第29回世界少年野球大会福島大会
（ＡＢ）９～２１
（ＡＢ）９～２１

★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

金
土
日

水

※６月１８日現在（内容は変更することがあります）

2019年7月

2019

８月
その他

1

木

2

金

3

西学習ｾﾝﾀｰ
土 （ﾋﾟｸﾆｯｸ広場）9～12

4

日

5

あづまＤＧＰ愛好会
月 （木陰広場）10～12

6

火

7

水

8

木

9

金

10

土

11

日

12

月

13
14
15
16

西木球クラブ研修大会
（ＡＣ面）9～13
実演行事「糸とり・ 西木球クラブ研修大会
機織り」10～15
（予備日）

軟式野球場

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ

第29回世界少年野球大会福島大
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）/ASCウォーキング（会議室③）13～
14/信夫ヶ丘ＴＣ（室内走路）18～20

東京都立小岩高等学校陸上競技 第29回世界少年野球大会福 第29回世界少年野球大会福 株式会社草野測器 福島北高校テニス部
部（トラックのみ）9～12/14～17
島大会９～１７
島大会９～１７
社9～12
（７面）９～１７

補助陸上競技場

第２多目的広場

第29回世界少年野球大会福島大
会９～１７
第29回世界少年野球大会福島大
会９～１７
第29回世界少年野球大会福島大
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
（トラックは作業優先のため要確認）
平成31年度東北中学校体育大会第40
回東北中学校陸上競技大会
（準備）８～２１

第29回世界少年野球大会福島大
会９～１７
東京都立小岩高等学校陸上競技
部（トラックのみ）9～11
平成31年度東北中学校体育大会
第40回東北中学校陸上競技大会
（準備）8～21

第29回世界少年野球大会福
島大会９～１７
第29回世界少年野球大会福
島大会９～１７
第29回世界少年野球大会福
島大会９～１７

スポーツイベント広場

第29回世界少年野球大会福
島大会９～１７
第29回世界少年野球大会福
島大会９～１７
第29回世界少年野球大会福
島大会９～１７

第29回世界少年野球大会福島大 平成31年度東北中学校体育大会第40 平成31年度東北中学校体育大会第40 第29回世界少年野球大会福 第29回世界少年野球大会福
回東北中学校陸上競技大会
会９～１７
回東北中学校陸上競技大会６～２１
島大会９～１７
島大会９～１７
6～21

ミニ多目的広場

あづまｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
ＧＧ愛好会13～15
レトラーダ福島ＪＦ
Ｃ
9～16
レトラーダ福島ＪＦ
Ｃ
9～16

利用制限

庭球場

1

木

2

金

※早朝営業日
テニ研ジュニア（２面）９～１２

3

土

※早朝営業日
福島テニス研究会（ＦＴＳ）（１面）９
～１２/オーストリッチＴＣ（１面）９～
１２/福島大学教育学部ﾃﾆｽ部ＯＢ
会（３面）１２～１６

4

日

ＡＳＣテニス
（２面）９～１１

5

月

福島北高校テニス部
（７面）９～１７

6

火

第29回世界少年野球大会福 第29回世界少年野球大会福
島大会９～１７
島大会９～１７

福島北高校テニス部
（７面）９～１７

7

水

東北総合体育大会サッカー競技
9～18
東北総合体育大会サッカー競技
9～18
東北総合体育大会サッカー競技
9～18
東北総合体育大会サッカー競技
9～18
陸上競技投てき・跳躍講習会9～
11/国体向け陸上強化合宿11～17

東北総合体育大会サッカー
競技9～18
東北総合体育大会サッカー
競技9～18
東北総合体育大会サッカー
競技9～18
東北総合体育大会サッカー
競技9～18

福島北高校テニス部
（７面）９～１７

8

木

9

金

10

土

11

日
月

国体向け陸上強化合宿8～17

17
国体向け陸上強化合宿8～17

12

火

東北総合体育大会サッカー競技
9～18
東北総合体育大会サッカー競技
9～18
第17回東北少年軟式野球新人大 東北総合体育大会サッカー競技
会県北予選7～17
9～18
第17回東北少年軟式野球新人大 東北総合体育大会サッカー競技
会県北予選7～17
9～18
陸上競技投てき・跳躍講習会9～ 芝：オーバーシード
11/国体向け陸上強化合宿11～ （トラック不可）
17
国体向け陸上強化合宿8～17
芝：オーバーシード（トラック不可）

水

国体向け陸上強化合宿8～13

国体向け陸上強化合宿8～13

13
14
15
16

火

国体向け陸上強化合宿8～13

利用制限

※早朝営業日
福島北高校テニス部（２面）９～１２
/テニ研ジュニア（２面）９～１２

17

土

利用制限

※早朝営業日
サービスデー

18

日

第45回東北総合体育大会ラグ
あづまＤＧＰ愛好会10
ビーフットボール競技公式練習会 ～12/ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽ
場国体予選7～17
ｸｰﾙ17～18

19

月

第45回東北総合体育大会ラグビー
フットボール競技公式練習会場国体
予選7～17

20

火

第45回東北総合体育大会ラグ
ビーフットボール競技公式練習会
場国体予選7～17

21

水

第45回東北総合体育大会ラグ
ビーフットボール競技公式練習会
場国体予選7～17

22

木

23

金

24

土

25

日

26
27
28
29
30

月

31

土

夏巡業大相撲福島場所
「山の日」

年中行事「盆の行
事」
10：30～12

「振替休日」

芝養生・作業ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確
認）
芝：オーバーシード（トラック・室内走路不可） 芝養生・作業ため利用不可

木
金

月

20

火

21

トミカ・プラレールパラダイ
水 スｉｎＦＵＫＵＳＨＩＭＡ
開催時間10～16

22

木

23

金

日

26
27
28
29
30

月

利用制限
第5回マンスリーディスクゴル
フ大会（1面）9：30～11：30

利用制限

福島県アーチェリー協会（会議室③）19～20 （トラックは作業優先のため要確認）
芝：オーバーシード（トラック・室内走路不可） 芝養生・作業ため利用不可
福島県アーチェリー協会（会議室③）19～20 （トラック可）
芝：オーバーシード（トラック・室内走路不可） 東北社会人サッカーリーグ9～18
総務課（会議室全室）9～17（仮）
福島県アーチェリー協会（会議室③）14～15

芝：オーバーシード
（トラック不可）
芝：オーバーシード（トラック不可）

東北総合体育大会サッカー
競技9～18
東北総合体育大会サッカー
競技9～18
東北総合体育大会サッカー
競技9～18
東北総合体育大会サッカー
競技9～18
陸上競技投てき・跳躍講習会9～ ＦＣ.ＭＯＳアミーゴ
11/国体向け陸上強化合宿11～ 10～15

利用制限

福島市中学生Ｓリーグ2019
（第3ステージ）（全面）8～17
福島市中学生Ｓリーグ2019
（第3ステージ）（全面）8～17
※早朝営業日
ＡＳＣテニス（２面）10～12

稲垣様（１面）10～12

もみの樹ヨガ
（自由利用）7～8

旧広瀬座事業
13：30～16：00
最終日開催15時終了

木
いいざか幼稚園（室内ﾌﾟｰ
金
ﾙ）10～11：30
福島県トライアスロン協会ス
土 ポーツキッズ（多目的運動広
場）10～12

夏季強化合宿アーチェリー
9～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17

夏季強化合宿アーチェリー
9～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17

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・作業ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確
認）
平成31年度ﾘｰｸﾞ戦福島県還暦軟 芝：オーバーシード（トラック不可）
芝養生・作業ため利用不可
式野球（予備日）
ASCウォーキング（会議室③）13～14 （トラックは作業優先のため要確
認）
芝：オーバーシード（トラック不可）
第22回Ｍｅ ＆You サッカーフェス
福島市定住交流課（会議室③）13～14 ティバル（準備）7～21

第22回Ｍｅ ＆You サッカー
フェスティバル(準備)7～21

52第45回東北総合体育大会ラグビー
フットボール競技公式練習会場国体
予選7～13/第22回Ｍｅ ＆You サッ
カーフェスティバル（準備）13～21

第48回福島県野球連盟会長旗争 芝：オーバーシード
奪軟式野球大会県北予選7～17 （トラック不可）

第22回Ｍｅ ＆You サッカーフェス
ティバル7～17

第22回Ｍｅ ＆You サッカー
フェスティバル7～17

第22回Ｍｅ ＆You サッカー
フェスティバル7～17

第48回福島県野球連盟会長旗争 芝：オーバーシード（トラック不可）
奪軟式野球大会県北予選7～17 総務課（会議室①②）9～17（仮）

第22回Ｍｅ ＆You サッカーフェス
ティバル7～17

第22回Ｍｅ ＆You サッカー
フェスティバル7～17

第22回Ｍｅ ＆You サッカー
フェスティバル7～17

あづまＤＧＰ愛好会
（1面）10～12

芝：オーバーシード
（トラック不可）
芝：オーバーシード（トラック不可）

火
水

夏季強化合宿アーチェリー
9～17

平成31年度ﾘｰｸﾞ戦福島県還暦軟 芝：オーバーシード
式野球7～17
（トラック不可）

旧広瀬座事業
（準備）

土

25

芝：オーバーシード（トラック不可）

第29回世界少年野球大会福島
大会９～１７

芝：オーバーシード
（トラック・室内走路不可）

19

31

せせらぎ桜の広場

第29回世界少年野球大会福島
大会９～１７

18

24

民家園

8月

第29回世界少年野球大会福島大会９ 平成31年度東北中学校体育大会第40回東 平成31年度東北中学校体育大会第40回東北
中学校陸上競技大会6～21
～１７
北中学校陸上競技大会６～２１
第29回世界少年野球大会福島大 平成31年度東北中学校体育大会第40 平成31年度東北中学校体育大会第40
回東北中学校陸上競技大会
会９～１７
回東北中学校陸上競技大会６～１８
6～18

奥沢小学校家庭教育学級
土 （ﾄﾘﾑ、巨石）10：40～12：
15
サービスデー
日

17

あづま総合運動公園月間行事予定表

2019

イームズドローンスクール
９～１７

芝：オーバーシード（トラック不可）
芝：オーバーシード（トラック不可）
東北総体陸上競技（準備）9～21
東北総体陸上競技9～21

ＡＳＣ生き生き13～15/ﾘ
ﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ17～18

芝養生・作業ため利用不可
（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・作業ため利用不可
（トラックは作業優先のため要確認）

東北総体陸上競技準備9～21
東北総体陸上競技9～21

※早朝営業日
福島北高校テニス部（２面）９～１２
/テニ研ジュニア（２面）９～１２/福
島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（２面）１３～１
６
※早朝営業日
オーストリッチＴＣ（１面）９～１２/福
島テニス研究会（ＦＴＳ）（１面）９～
１２

ASC生き生き10～
12
東北総体陸上競技（準備）
9～21

東北総体陸上競技
9～21

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17

★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。

利用制限

※早朝営業日
第45回福島県職員球技大会県大
会（8面）8～17

水
木
金

火
水
木
金

※7月17日現在（内容は変更することがあります）

2019年8月

８月

2019
メインアリーナ

1
2

第29回世界少年野球大会福島大会
木 （全）９～２１
第29回世界少年野球大会福島大会
金 （全）９～２１
第45回福島県職員球技大会県大会（屋内競技）（全）8～
17/ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（Ａ）17～21/ＦＵＹＯｸﾗﾌﾞ（Ｂ）17～20/Ｉ
ＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（Ｃ）17～20（1/2ＢＣ）20～21

3

土

4

平成31年度東北中学校体育大会第40回東
日 北中学校陸上競技大会（準備）（全）8～21

5

月

6

第29回世界少年野球大会福合大会
火 （全）９～２１

7

水

8
9
10

22
23
24
25
26
27

備）8～21

（準備）（ＡＢ）8～21

平成31年度東北中学校体育大会第40回
東北中学校陸上競技大会（ＡＢ）6～21

和室研修室

第29回世界少年野球大会福島
大会（ＡＢ）９～２１
第29回世界少年野球大会福島
大会（ＡＢ）９～２１
もみの樹ヨガ（ＡＢ）9～11/第29
回世界少年野球大会福島大会
（ＡＢ）11～21
平成31年度東北中学校体育大会第 平成31年度東北中学校体育大会第 第29回世界少年野球大会福島
40回東北中学校陸上競技大会（準 40回東北中学校陸上競技大会
大会（ＡＢ）９～２１

平成31年度東北中学校体育大会第 平成31年度東北中学校体育大会第 第29回世界少年野球大会福島
40回東北中学校陸上競技大会6～ 40回東北中学校陸上競技大会
大会（ＡＢ）９～２１
21
（ＡＢ）6～21

ASCパソコン教室（多目的室③）10～12、13～15/あづま
こみち体操クラブ（Ｂ）16～18（全）18～19（Ｂ）19～20/
ガールズサッカースクール（1/2AB)19～21/レトラーダ福島 福島市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団（Ａ）19～21
ＪＦＣ（1/2ＢＣ）19～21

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

平成31年度東北中学校体育大会第40回
東北中学校陸上競技大会6～18

平成31年度東北中学校体育大会第40回
東北中学校陸上競技大会（ＡＢ）6～18

大相撲夏巡業ふくしま場所（準備）

大相撲夏巡業ふくしま場所
（準備）9～21
大相撲夏巡業ふくしま場所
（準備）9～21

大相撲夏巡業ふくしま場所
（準備）9～21
大相撲夏巡業ふくしま場所
（準備）9～21

大相撲夏巡業ふくしま場所
（準備）（ＡＢ）9～21
大相撲夏巡業ふくしま場所
（準備）（ＡＢ）9～21

大相撲夏巡業ふくしま場所
（準備）（ＡＢ）9～21
大相撲夏巡業ふくしま場所
（準備）（ＡＢ）9～21

大相撲夏巡業ふくしま場所
9～21

大相撲夏巡業ふくしま場所
（ＡＢ）9～21

大相撲夏巡業ふくしま場所
（ＡＢ）9～21
福島陳家溝太極拳道友会
（ＡＢ）12～14

木 （全）9～21

大相撲夏巡業ふくしま場所（準備）
金 （全）9～21

火

21

会議室
第29回世界少年野球大会福島
大会（ＡＢ）９～２１
第29回世界少年野球大会福島
大会（ＡＢ）９～２１
第29回世界少年野球大会福島
大会（ＡＢ）９～２１

第29回世界少年野球大会福
島大会９～２１

13
14
15

20

福島県武術太極拳連盟技能検定試験（全）9
～16/みなみクラブ（Ｂ）16～20/福島新体操ク
ラブ（Ａ）18～21

研修室
第29回世界少年野球大会福島
大会９～２１
第29回世界少年野球大会福島
大会９～２１
第29回世界少年野球大会福島
大会９～２１

第29回世界少年野球大会福合大会
（全）９～２１

月

19

室内プール
夏休み期間のため
個人利用のみ可

平成31年度東北中学校体育大会第40回
東北中学校陸上競技大会6～21

12

18

体育室
第29回世界少年野球大会福
島大会９～２１
第29回世界少年野球大会福
島大会９～２１
Ｉ＆Ａ
18～21

リトルビクス10～12/ASCはじめてのフラ
ダンス教室・吹矢教室
13～16

11

17

サブアリーナ
第29回世界少年野球大会福島大会
（全）９～２１
第29回世界少年野球大会福島大会
（全）９～２１
ワタナベ様（全）9～12/福島県剣道連盟
（Ｂ）12～17/福島新体操クラブ（Ａ）15～
18/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）19～21

8月

ASCラージ卓球（B面）13～15
こみち体操クラブ（Ｂ）17～20

平成31年度東北中学校体育大会第40回東北中学校陸上
競技大会（全）6～17/第29回世界少年野球大会福島大会
（全）17～21

大相撲夏巡業ふくしま場所
土 （全）8～21
リレーフォーライフ2019 in 福島（全）10～24
日

16

あづま総合体育館月間行事予定表

大相撲夏巡業ふくしま場所（準備）
（全）9～21
大相撲夏巡業ふくしま場所（準備）
（全）9～21

大相撲夏巡業ふくしま場所
（全）8～21

大相撲夏巡業ふくしま場所
臨時休業
8～21
福島武術太極拳連盟（全）9～15/福島新体操 福島陳家溝太極拳道友会9～ 夏休み期間のため
愛好会（Ｂ）15～18/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）18～21
16/空手同好会突蹴会16～18 個人利用のみ可
渡利ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）9～
ASC健康体操＆ダンス13～15

第29回世界少年野球大会福島大会（ＡＢ）
9～13、15～21/ASCリラックスヨガ（2室）13
～15

リレーフォーライフ2019 in 福島（全）0～14/ＦＣ.ＭＯＳア
ミーゴ（1/2ＡＢ）14～16/ＦＵＹＯｸﾗﾌﾞ（Ｃ）14～17/ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯ 12/ASCラージ卓球（B面）13～15/福島新体操
ｶｰｽｸｰﾙ（Ｃ）17～18/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）18～21 クラブ（Ｂ）13～15

水 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（Ａ）18～21

こみち体操クラブ（Ｂ）16～18（全）18～19（Ｂ）19～20/
福島市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団（Ａ）19～21

木 子どもハンドボール体験会（全）19～21

8ｂａｌｌｅｒｓ（（全）18～20

あづま珠算塾（ＡＢ）9～21
こみち体操クラブ17～20

あづま珠算塾（ＡＢ）9～17

宿泊施設

1

木

2

金

3

土

4

日

5

月

6

火

7

水

8
9
10

木

11

日

12

月

13
14
15

火

16

金

17

土

18

日

19

月

20

火

21

水

22

木

23

金

24

土

25

日

26
27

月

28

水

29

木

金
土

水
木

平成31年度国民体育大会東北ブロック大会兼第 平成31年度国民体育大会東北bﾌﾞﾛｯｸ大
45回東北総合体育大会バスケットボール競技
会兼第45回東北総合体育大会ﾊﾞｽｹ競技
（準備・公式練習・開会式）9～21
（準備・公式練習・開会式）（ＡＢ）９～２１

平成31年度国民体育大会東北bﾌﾞﾛｯｸ大
会兼第45回東北総合体育大会ﾊﾞｽｹ競技
（準備・公式練習・開会式）（ＡＢ）９～２１

平成31年度国民体育大会東北ブ
ロック大会兼第45回東北総合体育
大会バスケットボール競技9～21
平成31年度国民体育大会東北ブ
ロック大会兼第45回東北総合体育
大会バスケットボール競技9～21

平成31年度国民体育大会東北ﾌﾞﾛｯ
ｸ大会兼第45回東北総合体育大会
ﾊﾞｽｹ競技（ＡＢ）9～21
平成31年度国民体育大会東北ﾌﾞﾛｯ
ｸ大会兼第45回東北総合体育大会
ﾊﾞｽｹ競技（ＡＢ）9～21

平成31年度国民体育大会東北ﾌﾞﾛｯｸ
大会兼第45回東北総合体育大会ﾊﾞ
ｽｹ競技（ＡＢ）9～21
平成31年度国民体育大会東北ﾌﾞﾛｯｸ
大会兼第45回東北総合体育大会ﾊﾞ
ｽｹ競技（ＡＢ）9～21

ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（準備）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（準備）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ9～21
ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12/すい ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ぷか（1Ｃ）17：30～20：30
ＨＩＭＡ9～21

ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（準備）（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（準備）（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21

ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（準備）（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（準備）（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21
ﾄﾐｶ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｉｎＦＵＫＵＳ
ＨＩＭＡ（ＡＢ）9～21

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/
聴覚支援学校（1Ｃ）10～12

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

ASC太極拳10～12/ASCピラティス13～14：
30/ASCポルドブラ14：30～16/第46回東北総
合体育大会第74回国民体育大会東北ブロック
大会バレーボール競技（準備）17～21

ASC水中（１C)10～12（2Ｃ）15～ 第46回東北総合体育大会第74回国 ASCパソコン教室（1室）10～12、13～15/ ASC手芸(AB)10～12/第46回東北総合体
17/大笹生支援学校（2Ｃ）10～ 民体育大会東北ブロック大会バレー 第46回東北総合体育大会第74回国民体 育大会第74回国民体育大会東北ブロック
育大会東北ブロック大会バレーボール競 大会バレーボール競技（準備）（ＡＢ）17～
12/イルカサークル（1Ｃ）14～15 ボール競技（準備）17～21

第46回東北総合体育大会第74回国民体 第46回東北総合体育大会第74回
育大会東北ブロック大会バレーボール競 国民体育大会東北ブロック大会バ
レーボール競技9～21
技（全）9～21

父の夢（2Ｃ）10～12/大笹生支援学 第46回東北総合体育大会第74回国 第46回東北総合体育大会第74回国 第46回東北総合体育大会第74回国
校（2Ｃ）10～12/ASC水中（２C)13～ 民体育大会東北ブロック大会バレー 民体育大会東北ブロック大会バレー 民体育大会東北ブロック大会バレー
15/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好会（1Ｃ）13 ボール競技9～21
ボール競技（ＡＢ）9～21
ボール競技（ＡＢ）9～21
～14/すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30

30

金

第46回東北総合体育大会第74回国民体育大会東 第46回東北総合体育大会第74回国民体育大 第46回東北総合体育大会第74回 福島県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ協会（全）9～ 第46回東北総合体育大会第74回国 第46回東北総合体育大会第74回国 第46回東北総合体育大会第74回国
会東北ブロック大会バレーボール競技（全）9 国民体育大会東北ブロック大会バ 10/全国障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会練 民体育大会東北ブロック大会バレー 民体育大会東北ブロック大会バレー 民体育大会東北ブロック大会バレー
（全）9～21
～21
レーボール競技9～21
習会（２Ｃ）１４～１６
ボール競技9～21
ボール競技（ＡＢ）9～21
ボール競技（ＡＢ）9～21

31

土

平成31年度国民体育大会東北ブロック大会兼第
金 45回東北総合体育大会バスケットボール競技（準
備・公式練習・開会式）（全）9～21
平成31年度国民体育大会東北ブロック大会兼第
土 45回東北総合体育大会バスケットボール競技（全）
9～21
平成31年度国民体育大会東北ブロック大会兼第
日 45回東北総合体育大会バスケットボール競技（全）
9～19/トミカ博（準備）（全）19～21

平成31年度国民体育大会東北ブロック大会兼
第45回東北総合体育大会バスケットボール競
技（準備・公式練習・開会式）（全）9～21
平成31年度国民体育大会東北ブロック大会兼 東北電力鼓響会13～16
第45回東北総合体育大会バスケットボール競 空手同好会突蹴会16～18
技（全）9～21
平成31年度国民体育大会東北ブロック大会兼
サービスデー
第45回東北総合体育大会バスケットボール競
（卓球のみ利用可）
技（全）9～21

トミカ・プラレールパラダイスｉｎＦＵＫＵＳＨＩＭＡ
月 （準備）（全）9～21
トミカ・プラレールパラダイスｉｎＦＵＫＵＳＨＩＭＡ
火 （準備）（全）9～21
トミカ・プラレールパラダイスｉｎＦＵＫＵＳＨＩＭＡ
水 （全）9～21（開催時間10～16時）
トミカ・プラレールパラダイスｉｎＦＵＫＵＳＨＩＭＡ
木 （全）9～21（開催時間10～16時）
トミカ・プラレールパラダイスｉｎＦＵＫＵＳＨＩＭＡ
金 （全）9～21（開催時間10～16時）
トミカ・プラレールパラダイスｉｎＦＵＫＵＳＨＩＭＡ
土 （全）9～21（開催時間10～16時）
トミカ・プラレールパラダイスｉｎＦＵＫＵＳＨＩＭＡ
日 （全）9～21（開催時間10～16時）
トミカ・プラレールパラダイスｉｎＦＵＫＵＳＨＩＭＡ
月
（全）9～21（開催時間10～15時）
火

ＡＳＣﾗｰｼﾞ卓球（Ｂ）13～15

伊達にじいろ園（全）11～12
ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ（全）18～21
こみち体操クラブ（Ｂ）17～20

リトルビクス10～12

28

水

29

西部三育幼稚園（全）9～15/第46回東北総 ASCラージ卓球（B)13～15/第46回東北総合
木 合体育大会第74回国民体育大会東北ブロッ 体育大会第74回国民体育大会東北ブロック大
ク大会バレーボール競技（準備）（全）17～21 会バレーボール競技（準備）17～21

30
31

土 北ブロック大会バレーボール競技

こみち体操クラブ17～20

Ｉ＆Ａ
18～21

野田小学校ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ（全）14～19/あづまガールズ こみち体操クラブ（Ｂ）16～18（全）18～19（Ｂ）19～20/
サッカースクール（1/2AB)19～21/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2 福島市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団（Ａ）19～21
ＢＣ）19～21

第46回東北総合体育大会第74回国民体育
金 大会東北ブロック大会バレーボール競技
（全）9～21

リトルビクス10～12/ＡＳＣフラ
ダンス教室・吹矢教室13～16

サービスデー

技（準備）（ＡＢ）17～21

★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

21

※7月1８日現在（内容は変更することがあります）

2019年8月

