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

2019

９月
その他
日

2
3
4

月 （木陰広場）10～12

水

7

土 （大駐車場） 9～18/佐久山地

8

福島県ﾃﾞｨｰﾗｰｽﾞ中古車ま
日 つり （大駐車場）9～18

9

月

10
11
12

火
水

第15回西方部親善木球大会兼
第9回あづま杯木球大会（準備）
（全面）9～17

福島県ﾃﾞｨｰﾗｰｽﾞ中古車まつり
福島県ﾃﾞｨｰﾗｰｽﾞ中古車まつり

第15回西方部親善木球大
会兼第9回あづま杯木球大
会（全面）7～17
第15回西方部親善木球大
会兼第9回あづま杯木球大
会（全面）（予備日）

区公民館（ﾄﾘﾑ）12～14

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）

第62回福島県中学校体育大会県北地区予選
大会（駅伝競走）8～17
第62回福島県中学校体育大会県北地区予選
大会（駅伝競走）6～17

第62回福島県中学校体育大会県北地区予
選大会（駅伝競走）8～17
第62回福島県中学校体育大会県北地区予
選大会（駅伝競走）6～17

スポーツイベント広場
小中学生サテライト
リーグ9～17

ミニ多目的広場

庭球場
オーストリッチＴＣ（1面）9～
12/福島北高校ﾃﾆｽ部（3面）
9～12（4面）12～16

ＡＳＣ生き生き
13～15

水

ふくしま未来農協ﾐﾆｺﾞﾙﾌ大
会（準備）（全面）13～17

編んでるシアター館（絵本文

ふくしま未来農協ﾐﾆｺﾞﾙﾌ大
会（全面）7～17

木 庫）11～12
金

21

土

金

第33回県北軟式野球 芝：オーバーシード（トラック不可）
国体等に向けた競技別強化合宿（陸
選手権大会7～17

国体等に向けた競技別強化合宿
（陸上）11～17

第13回シブヤカップアー 小中学生サテライト
チェリー大会9～19
リーグ9～17

7

土

国体等に向けた競技別強化合宿
（陸上）8～13

第13回シブヤカップアー ラグビー教室8～17
チェリー大会
9～19

8

日

9

月

10
11
12

火
水

13

金

14

土

15

日

16
17
18

月

上）（室内走路）12～17
第33回県北軟式野球 芝：オーバーシード（トラック不可）
国体等に向けた競技別強化合宿（陸
選手権大会7～17
上）（室内走路）9～12

ＮＦＣビバーチェジュニアユース
19～21

平成31年度福島市中学
生学年別ソフトテニス大
会(全面）8～17
平成31年度福島市中学
生学年別ソフトテニス大
会(全面）8～17
あづまＤＧＰ愛好会10～
12/ＡＳＣ生き生き13～15/
ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ17～18

ＮＦＣビバーチェ19～21

裏磐梯ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（2面）13～16

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：オーバーシード（ﾄﾗｯｸ不可）/オリンピック オリンピックデーフェスタ（準備）
デーフェスタ（準備）（会議室全室・室内走路） 13～21

利用制限

13～21
明治安田生命Ｊリーグ第23節（準備）「福島ユ
ナイテッドＦＣ対ギラヴァンツ北九州」7～18/
オリンピックデーフェスタ（会議全室・雨天時
のみ室内走路））7～14

オリンピックデーフェスタ
7～17

明治安田生命Ｊリーグ第23節
ポラリスリーグ9～17
「福島ユナイテッドＦＣ対ギラヴァン
ツ北九州」7～18
第33回県北軟式野球 第15回県マスターズ駅伝大会
ＦＣ.ＭＯＳアミーゴ
選手権大会7～17
７～16（トラックのみ）
10～15
利用制限

22

日

23

月

イームズドローンス
クール9～17
ナイター照明
設備点検

松川小学校（ﾋﾟｸﾆｯｸ広場）12：10～
14（雨天時2階ﾎｰﾙ）/編んでるシア
ター館（絵本文庫）11～12
「おらが民家園」はこ
んなにすごいんだ！
講座13：30～15

もみの樹ヨガ
（自由利用）7～8

東北の民俗芸
能

第6回福島市ディスクゴルフ
協会マンスリー大会（Ｄ面）
9：30～11：30

ASC生き生き
10～12
ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

福島県ミドルサッカー 信夫地区体育協会育
リーグ9～18
成部9～14

利用制限

福島県社会人サッ
カーリーグ9～18

利用制限

東北地区大学ラグ
ビーリーグ戦9～16

裏磐梯ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
（2面）9～11/13～15

福島市中学生Ｓリーグ
2019（第4ステージ）
（全面）8～17
福島市中学生Ｓリーグ
2019（第4ステージ）
（全面）8～17

ＡＳＣ生き生き13～
福島ＳＴｸﾗﾌﾞ（2面）9～
15//ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ 12/ＡＳＣﾃﾆｽ（2面）10～
17～18
12

「秋分の日」

利用制限

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）

ASC生き生き
10～12

19

木

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

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

20

金

21

土

22

日

国体等に向けた競技別強化合宿
（陸上）11～17

東北地区大学サッ
カーリーグ8～17

ＪＦＡｷｯｽﾞサッカーフェ
スティバル9～18

利用制限

全国障がい者スポーツ大会練習会 国体等に向けた競技別強化合宿
９～１２
（陸上）8～13

福島県社会人サッ
カーリーグ9～18

東北クラブユースサッ
カー交流大会9～17

利用制限

芝養生ため利用不可（ﾄﾗｯｸは可） レトラーダ福島ＪＦＣ
9～13

東北クラブユースサッ
カー交流大会9～17

平成31年度福島支部中学校新
人総合大会軟式野球競技7～17

25

水

第20回野田クラブ木球大会
（準備）（ＡＣ面）16～17

26

福島第二小学校（巨石）11
木 ～12（雨天時陸上軒下）

第20回野田クラブ木球大
会（ＡＣ面）9～12

27

金

28

土

29

日

30

月

平成31年度福島支部中学校 芝養生・作業のため利用不可
新人総合大会軟式野球競技 （ﾄﾗｯｸは作業優先のため要確認）
7～17
佐原小学校（室内走路）13～16
平成31年度福島支部中学校
新人総合大会軟式野球競技
7～17

※会議室1塁側利用不可
イースタンリーグ（準備）

第17回福島県消防職員駅伝大会8～14：
30/南光台小学校（ﾄﾘﾑ）9：30～11

フェンス設営
マウント撤去

県オリパラ
9～17

松韻学園福島高校
14～17

第53回全日本医科学生体育
大会テニス競技（予備日）

23

月

平成31年度福島支部中学校新
人総合大会軟式野球競技7～
17

24

火

平成31年度福島支部中学
校新人総合大会軟式野球
競技7～17

25

水

芝養生ため利用不可
（ﾄﾗｯｸは作業優先のため要確認）

平成31年度福島支部中学
校新人総合大会軟式野球
競技7～17

26

木

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）/株式会社シャポンドゥ（会
議室①②）9～17

イースタンリーグ（準備）
9～21

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

27

金

福島ＳＴｸﾗﾌﾞ（2面）9～
12/テニ研ｼﾞｭﾆｱ（2面）
9～12

28

土

オーストリッチＴＣ（1面）9
～12/ＪＡ福島電算ｾﾝﾀｰ
ﾃﾆｽ部（3面）9～12

29

日

30

月

ジャ盛岡」7～18

あづまＤＧＰ愛好会（Ａ面）10～
12/ＡＳＣ生き生き（1面）13～15

佐原小学校（トラックのみ）13～16

ＡＳＣ生き生き13～15//ﾘ
ﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ17～18

第53回全日本医科学生
体育大会テニス競技（全
面）9～17
第53回全日本医科学生
体育大会テニス競技（全
面）9～17

水

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）

※会議室1塁側利用不可 第33回県北軟式野球 明治安田生命Ｊリーグ第24節（準
イースタンリーグ公式戦 選手権大会7～17
備）「福島ユナイテッドＦＣ対いわて
「楽天ＶＳ日本ハム」
グルージャ盛岡」7～18
第33回県北軟式野球 明治安田生命Ｊリーグ第24節
「福島ユナイテッドＦＣ対いわてグルー
選手権大会7～17

年中行事「稲刈・
脱穀・収穫祭」10
～12

火

佐原小学校（トラックのみ）13～
16/ＮＦＣビバーチェ19～21

第33回県北軟式野球選 芝養生・作業のため利用不可
手権大会7～17
（ﾄﾗｯｸは作業優先のため要確認）

火

木

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）
佐原小学校（室内走路）13～16

第33回県北軟式野球 国体等に向けた競技別強化合宿（ト
ラック）11～17（室内走路）12～17
選手権大会7～17
竣工予定

水

6

火
伊達小学校（巨石、ﾄﾘﾑ、木陰）9～
13：30（雨天時2階ﾎｰﾙ、軽運動室）

火

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

事

第18回日本オープン木
球国際選手権大会（全
面）9～17
第18回日本オープン木
球国際選手権大会（全
面）9～15

月

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：オーバーシード（トラック不可）

ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫ
土 ＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ Ｔ
ＯＵＲ 2019
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫ
日 ＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ Ｔ
ＯＵＲ 2019
「敬老の日」第15回県マス
月 ターズ駅伝大会7～16

2
3
4

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）

金

日

木

工
第18回日本オープン木球国際選
手権大会（準備）（全面）15～17

1

5

19

芝：オーバーシード（トラック不可）

福島県ﾃﾞｨｰﾗｰｽﾞ中古車まつり（撤
収）（大駐車場） 9～12/杉妻小学校
（巨石、ﾄﾘﾑ）12～14（雨天時ｷﾞｬﾗ
ﾘｰ）

第２多目的広場
東北総体陸上競技
9～18

ASC生き生き
10～12

改
修

補助陸上競技場
東北総体陸上競技9～18

9月

第62回福島県中学校体育大会県北地区予
選大会（駅伝競走）（予備日）6～19/ＦＣ.ＭＯ
Ｓアミーゴ19～21

木

20

24

とうほう・みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ

イームズロボティクス 第62回福島県中学校体育大会県北地
区予選大会（駅伝競走）（予備日）6～
株式会社9～13

金 (準備）（大駐車場）7～18

19

軟式野球場

Ｃｒａｚｙ Ｓｔｙｌｅ9～12/福 東北総体陸上競技9～18
島アントラーズ12～16

福島文化幼稚園（ﾄﾘﾑ）11～
11：45

6

16
17
18

あづま球場

火

木

15

せせらぎ桜の広場

あづまＤＧＰ愛好会

5

14

民家園
年中行事「おつ
きみ」10～12

1

13

あづま総合運動公園月間行事予定表

第17回福島県消防職員駅伝大会
8～15

イースタンリーグ
7～21

東北地区大学サッ
カーリーグ8～17

ラグビー教室8～17

イースタンリーグ（撤収）
9～15

福島県高等学校新人体
育大会県北地区大会
アーチェリー8～17

東北地区大学ラグ
ビーリーグ戦9～16

芝養生ため利用不可
（ﾄﾗｯｸは作業優先のため要確認）

★次回ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｰは10月14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）、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。

めばえ幼稚園運動
会7～14/県オリパラ
14～21
県オリパラ
9～21
県オリパラ
9～21

※8月15日現在（内容は変更することがあります）

2019年9月

９月

2019
メインアリーナ

1
2
3

第46回東北総合体育大会第74回国民体育大会東北ブ
日 ロック大会バレーボール競技（全）9～17
Ｂｌｕｅ Ｓｐｉｃａ（全）17～21

月

床改修工事（Ｂ）9～21

7
8

日

5
6

9
10

体育室

ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ
金 ＴＯＵＲ 2019（準備）（全）９～２１

16

ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ
土 ＴＯＵＲ 2019（全）９～２１
開場16：30 開演17：30
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ
日 ＴＯＵＲ 2019（全）９～２１
開場15：00 開演16：00
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ
月 ＴＯＵＲ 2019（撤収）（全）９～２１

17

火

室内プール

第24回ミニバスケットボールチビッ子フェス
ティバル（全）8～21

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
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡ
ＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019（準備）（全）９～２１

ｶﾙﾁｬｰ教室「ｱﾛﾏｷｬﾝﾄﾞﾙづくり」（Ａ
Ｂ）9～12、「整理収納」（ＡＢ）13～16

6

金

7

土

8

日

9

月

10

火

11

水

12

木

13

金

14

土

15

日

16

月

17

火

18

水

19

木

20

金

21

土

22

日

23

月

24
25

火

26

木

健康づくり教室「ﾁｪｱﾖｶﾞ」（ＡＢ）9～12/ｶﾙ
ﾁｬｰ教室「ｼﾀﾞﾛｰｽﾞﾘｰｽ」（ＡＢ）13～16

27

金

みどりの総合講座「四ツ目垣」
（ＡＢ）９～１７

28

土

29

日

30

月

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

照明制御点検
すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30

すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30

21
22

日

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

第37回福島県マーチングフェス
ティバル（準備）9～21

第37回福島県マーチングフェスティバル（全）７～１ 第37回福島県マーチングフェスティバル（全） 第37回福島県マーチングフェス
８/メリット5（1/2ＡＢ）18～20
７～１８/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）18～21
ティバル7～18
福島県マスターズ大会ハンドボール競技（全）９～１８
ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/こみち体操クラブ
ASC健康体操＆ダンス13～15
月 メリット5（1/2ＡＢ）18～20
（Ａ）12～16/ASCラージ卓球（B面）13～15
空手同好会突蹴会16～18
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）18～21

鈴木（ＡＢ）9～19

国体向陸上強化合
宿【50人】

ASCリラックスヨガ（ＡＢ）13～15

ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ
ＳＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ
2019（準備）９～２１
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ
ＳＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ
2019（準備）９～２１
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ
ＳＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ
2019９～２１
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ
ＳＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ
2019９～２１

ｶﾙﾁｬｰ教室「ボタニカルアート」（Ｂ）
9～12/ASCパソコン教室（Ａ）10～
12、13～15
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵ
ＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（準備）（ＡＢ）９～２１
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵ
ＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（準備）（ＡＢ）９～２１
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵ
ＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（ＡＢ）９～２１
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵ
ＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（ＡＢ）９～２１

ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ Ｓ
ＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（撤収）９～２１

ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ
ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（撤収）（ＡＢ）９～２１
（撤収）（ＡＢ）９～２１

林材業労災防止協会福島県
支部9～17

健康づくり教室「ﾙｰｼｰﾀﾞｯﾄﾝ」
（ＡＢ）13～16
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ
ＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（準備）（ＡＢ）９～２１
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ
ＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（準備）（ＡＢ）９～２１
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ
ＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（ＡＢ）９～２１
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ
ＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（ＡＢ）９～２１

ＳＵ ＧＩＰ【20人】
ＳＵ ＧＩＰ【20人】
ＳＵ 第18回日本オープン木
球国際選手権大会【6
人】ＧＩＰ【20人】

ＳＵ ＧＩＰ【20人】

ASCパソコン教室（Ａ）10～12、13～
15/ＡＳＣ理事会（Ｂ）13～15
ASCパソコン教室
（Ａ）10～12/13～15

ASCウォーキング（ＡＢ）13～15

ｶﾙﾁｬｰ教室「みつろうクリーム」（Ａ
Ｂ）9～12/「ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ」（ＡＢ）13～16
第37回福島県マーチングフェ
スティバル（準備）9～21

第37回福島県マーチングフェスティ
バル（準備）（ＡＢ）9～21

第37回福島県マーチングフェスティ 国体向陸上強化合宿
【50人】
バル（準備）（ＡＢ）9～21

第37回福島県マーチングフェ
スティバル7～18

第37回福島県マーチングフェスティ
バル（ＡＢ）7～18

第37回福島県マーチングフェスティ ドリーム河内Ｊｒ
バル（ＡＢ）7～18
【12人】

ドリーム河内Ｊｒ
【12人】

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

火
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

ASCパソコン教室
（Ａ）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/
こみち体操クラブ17～20
ASC３B体操10～12
ASC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳研究会15～16

ASC水中（１C)10～12、15～17
福島東陵高校19～21
イルカサークル（1Ｃ）14～15
バタフライ（1Ｃ）17～18
リズムスイミング（1Ｃ）12～13/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
全国障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会練習会（２Ｃ）１４～１６
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

ASCパソコン教室
（Ａ）10～12/13～15

26

令和元年度福島支部中学校新人総合大会ハンドボール ＡＳＣ生き生き（Ｂ）10～12/ASCラージ卓球
木 競技（全）7～17/レトラーダ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）19～21/福 （B）13～15/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）19～21

27

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）19～21
金 NFCﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2ＢＣ）19～21

忍者ナイン（Ｂ）15～19
熟女運動部（Ｂ）19～21

28

めばえ幼稚園運動会（全）7～14（雨天時）
土 メリット5（1/2ＡＢ）14～16

近県車椅子バスケットボール交流試合（全）9 東北電力鼓響会10～16
～18/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）18～21

29

日

30

もみの樹ヨガ（ＡＢ）9～11

すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30

第37回福島県マーチングフェスティバル
（準備）（全）９～２１

島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＢＣ）19～21

月

木

（撤収）９～２１

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

2
3

5

第37回福島県マーチングフェスティバル（準備）
土 （全）９～２１

令和元年度福島支部中学校新人総合大会ハンド
水 ボール競技（全）7～21

日

ASCパソコン教室（Ａ）10～12、13～ ASCウォーキング（ＡＢ）13～15
15/ＡＳＣ太極拳研究会（ＡＢ）12～13

ASC水中（１C)10～12、15～17
新婦人水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ（1Ｃ）10～12
バタフライ（1Ｃ）17～18
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
信夫中学校水泳部（3Ｃ）10～12/ドリーム河内Ｊｒ（1Ｃ）
10～12（2Ｃ）15～17/全国障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会練習会
（２Ｃ）１４～１６/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
福島市水泳連盟（全）8～9（3Ｃ）9～10/すいぷか（1Ｃ）9
～13/ドリーム河内Ｊｒ（2Ｃ）10～12、15～17

24
25

ASCリラックスヨガ（ＡＢ）13～15

1

水

荒井小学校（全）9～13
ASCラージ卓球（B）13～15
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）19～21

23

宿泊施設

4

ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ Ｓ
ＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（準備）９～２１
確認中
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡ ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ Ｓ
ＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019（準備）（全）９～２１
ＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
（準備）９～２１
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡ ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ Ｓ
ＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019（全）９～２１
ＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
コンサート開催のため
９～２１
お休み
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡ ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ Ｓ
ＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019（全）９～２１
ＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
９～２１
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡ ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥ ASC水中（２C)10～12
Ｒ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019
めだかクラブ（2Ｃ）10～12
ＰＡＮ ＴＯＵＲ 2019（撤収）（全）９～２１

熟女運動部（Ｂ）19～21

和室研修室

ASCパソコン教室
（Ａ）10～12/13～15

福島県立聴覚支援学校（1Ｃ）10～12
福島県立大笹生支援学校（2Ｃ）10～12
すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30
ASC太極拳10～12/ASCピラティ ASC水中（１C)10～12、15～17/新婦人水中ｳｫｰ
ス13～14：30/ASCポルドブラ14： ｷﾝｸﾞ（1Ｃ）10～12/イルカサークル（1Ｃ）14～15/
30～16/こみち体操クラブ17～20 バタフライ（1Ｃ）17～18
ASC３B体操10～12
リズムスイミング（1Ｃ）12～13/水保水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ
ASC太極拳13～15
愛好会（1Ｃ）13～14/ASC水中（２C)13～15/すい
ＡＳＣ太極拳研究会15～16
ぷか（1Ｃ）17：30～02：30
サンヨー会10～12
全国障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会練習会（２Ｃ）１４～１６
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
みなみクラブ9～16
福島市水泳連盟（全）8～9（3Ｃ）9～10
すいぷか（1Ｃ）9～13
ASC水中（２C)10～12
リトルビクス10～12
鈴木9～18
かおる会（1Ｃ）13～15
ASC健康体操＆ダンス13～15

すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30

20

会議室

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

株式会社マーケティングセンター（全）9～16/こみち ASCストレッチヨガ10～12
体操クラブ（Ｂ）16～18（全）18～19（Ｂ）19～20/福 ASC健康ビクス13～15
島市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団（Ａ）19～21

19

研修室

第46回東北総合体育大会第74回 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回国民体
国民体育大会東北ブロック大会バ 育大会東北ブロック大会バレーボール競 育大会東北ブロック大会バレーボール競
レーボール競技9～17
技（ＡＢ）9～17
技（ＡＢ）9～17

県オリパラ（ＡＢ）18～20

伊達小学校（1/2ＡＢ）9～11、12～13（雨天時のみ）/吉井
田小学校ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ部（全）14～18/あづまガールズ
水 サッカースクール（1/2AB)19～21/レトラーダ福島ＪＦＣ
（1/2ＢＣ）19～21
吉井田小学校ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ部（全）14～19
木 福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）19～21
ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2ＢＣ）19～21
西部三育幼稚園（全）9～16/吉井田小学校ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
金 部（全）16～19/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）19～
21/NFCﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2ＢＣ）19～21

18

9月

リトルビクス10～12/ASCフラダン ASC水中（２C)10～12/かおる会（1Ｃ）13～15/バ
ス13～14：30/ＡＳＣ吹矢14：30～ タフライ（1Ｃ）16～18/すいぷか（1Ｃ）17：30～20：
16
30
消防設備点検

火

13

15

第24回ミニバスケットボールチビッ子フェス
ティバル（準備）（全）17～21

西部方部ｻｯｶｰｽｸｰﾙ（1/2ＢＣ）19～21

12

14

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
ASCラージ卓球（B）13～15
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）19～21

第24回ミニバスケットボールチビッ子フェスティバル 第24回ミニバスケットボールチビッ子フェス
（全）8～17/Ｂｌｕｅ Ｓｐｉｃａ（全）17～21
ティバル（全）8～17
野田小学校ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ（全）14～19
親子で楽しむからだあそび（全）9～12
月 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）19～21
ASCラージ卓球（B）13～15

福島県立医科大学ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（1/2ＡＢ）17～19
水 あづまガールズサッカースクール（1/2AB)19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＢＣ）19～21
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＳＵＰＥＲ ＪＡＰＡＮ
木 ＴＯＵＲ 2019（準備）（全）９～２１

11

サブアリーナ

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 すいぷか（1Ｃ）9～13
北ブロック大会バレーボール競技（全）9～17
体育大会東北ブロック大会バレーボー
ル競技9～17

床改修工事（Ｂ）9～19/ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ（Ａ）17～ ASCラージ卓球（B）13～15
18/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2ＡＢ）19～21
福島新体操クラブ（Ｂ）18～21

火 消防設備点検
床改修工事（Ｂ）9～19
水 レトラーダ福島ＪＦＣ（1/2ＡＢ）19～21
ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（Ｃ）19～21
床改修工事（Ｂ）9～19
木 福島Ｊｒﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（1/2ＡＢ）19～21
ＮＦＣビバーチェ（Ｃ）19～21
床改修工事（Ｂ）9～17
金 第24回ミニバスケットボールチビッ子フェスティバル
（準備）（全）17～21
第24回ミニバスケットボールチビッ子フェスティバル
土 （全）8～21

4

あづま総合体育館月間行事予定表

福島わかば幼稚園第57回運動会（全）7～12/帝京 ＦＵＹＯｸﾗﾌﾞ（全）9～12/特定非営利活動法人 みなみクラブ9～16
安積高校（全）12～17/メリット5（1/2ＡＢ）17～19
ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本・福島（全）13～16
空手同好会突蹴会16～18
ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ（Ａ）17～18/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2Ａ ASCラージ卓球（B）13～15
リトルビクス10～12/ASCフラダンス13
月 Ｂ）19～21/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2ＢＣ）19～21
～14：30/ＡＳＣ吹矢14：30～16
福島新体操クラブ（Ｂ）18～21

福島市水泳連盟（全）8～9（3Ｃ）9～10
すいぷか（1Ｃ）9～13
ASC水中（２C)10～12/かおる会（1Ｃ）13～15
すいぷか（1Ｃ）17：30～20：30

★次回ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｰは10月14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）、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。

ASC手芸（ＡＢ）10～12

総務課（ＡＢ）9～17
ASCリラックスヨガ（ＡＢ）13～15

東陵高校【70人】

火

水

※8月15日現在（内容は変更することがあります）

2019年9月

