
2020年7月 7月
メインアリーナ サブアリーナ 体育室 室内プール 研修室 会議室 和室研修室 宿泊施設

1 水
ガールズサッカースクール（半面）19～21 こみち体操クラブ（全面）18～20 ＡＳＣストレッチヨガ10～12

ＡＳＣ健康ビクス13～15
ＡＳＣパソコン教室
（2室）10～12/13～15

福島県学校給食研究会栄
養士部会（2室）12～17 1 水

2 木
NFCビバーチェ（半面）19～21 ＡＳＣラージ卓球（半面）13～15

8　ballers（全面）19～21
ＡＳＣ太極拳10～12
ＡＳＣピラティス13～14：30
ＡＳＣポルドブラ14：30～16

ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12、15～17
バタフライ（１Ｃ）17～18
原様（1Ｃ）18～20

ＡＳＣパソコン教室
（1室）10～12/13～15

ＡＳＣウォーキング
（2室）13～15 2 木

3 金

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21 ＡＳＣ3Ｂ体操10～12
ＡＳＣ太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16

福島県立聴覚支援学校福島校（2Ｃ）
10～12/リズムスイミング（1Ｃ）12～
13/ＡＳＣ水中（２Ｃ）13～15/バタフラ
イ（1Ｃ）16～17

3 金

4 土
帝京安積高校ハンドボール部（全面）9～17 ＴＥＡＭ　ＥＡＲＴＨ（全面）17～21 サンヨー会10～12 ら・なたしおん

（1Ｃ）19：30～20：30 4 土

5 日
帝京安積高校ハンドボール部（全面）9～17 ＦＵＹＯクラブ（全面）9～12

福大附属中男バス部（全面）18～21 5 日

6 月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21 リトルビクス10～12/ＡＳＣフラダンス

13～14：30/ＡＳＣ吹矢14：30～16
臨時休業

ＡＳＣリラックスヨガ
（2室）13～15 6 月

7 火 作業あり 7 火

8 水
荒井ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団男子（1/3）17～19
ガールズサッカースクール（半面）19～21

こみち体操クラブ（Ａ面）16～17（全面）18～20 ＡＳＣストレッチヨガ10～12
ＡＳＣ健康ビクス13～15

福島医療生協（1Ｃ）13～14 ＡＳＣパソコン教室
（2室）10～12/13～15 8 水

9 木

福島Ｊｒハンドボールクラブ（半面）19～21
NFCビバーチェ（半面）19～21

ＡＳＣラージ卓球（半面）13～15
8　ballers（全面）19～21

ＡＳＣ太極拳10～12
ＡＳＣピラティス13～14：30
ＡＳＣポルドブラ14：30～16

ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12、15～17/岡
山幼稚園（1Ｃ）10～11/イルカサーク
ル（1Ｃ）14～15/バタフライ（1Ｃ）17～
18/原様（1Ｃ）18～20

ＡＳＣパソコン教室
（1室）10～12/13～15

9 木

10 金
2020南東北フットサルリーグＦＳ（準備）（全）18～21 ＡＳＣ３Ｂ体操10～12

ＡＳＣ太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16

リズムスイミング（1Ｃ）12～13
ＡＳＣ水中（２Ｃ）13～15
バタフライ（1Ｃ）16～17

10 金

11 土
2020南東北フットサルリーグＦＳ（全）9～21 親子で楽しむからだあそび（全）9～12

8　ballers（全面）17～21
福島県剣道連盟福島支部9～13
空手同好会突蹴会16～18

ら・なたしおん
（1Ｃ）19：30～20：30 11 土

12 日
2020南東北フットサルリーグＦＳ（全）9～19 ＦＵＹＯクラブ（全）9～12

8　ballers（全面）13～16 12 日

13 月
福島県立医科大学ハンドボール部（半面）17～19
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

リトルビクス（全面）10～12
ＡＳＣラージ卓球（半面）13～15

ＡＳＣ健康体操＆ダンス13～15 ＡＳＣ水中（3Ｃ）10～12 あづまの郷ウォーク大会実
行委員会（2室）12～16

ＡＳＣリラックスヨガ
（2室）13～15 13 月

14 火 14 火

15 水
西部三育幼稚園（全面）9～15
NFCビバーチェ（半面）19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

こみち体操クラブ（（全面）18～20 ＡＳＣストレッチヨガ10～12
ＡＳＣ健康ビクス13～15

ＡＳＣパソコン教室
（2室）10～12/13～15 15 水

16 木
ＮFCビバーチェ（半面）19～21 ＡＳＣラージ卓球（半面）13～15

8　ballers（全面）19～21
ＡＳＣ太極拳10～12
ＡＳＣピラティス13～14：30
ＡＳＣポルドブラ14：30～16

ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12、15～17
バタフライ（1Ｃ）17～18
原様（1Ｃ）18～20

ＡＳＣパソコン教室
（1室）10～12/13～15

ＡＳＣウォーキング
（2室）13～15 16 木

17 金
清北ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（2/3）17～19
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

鎌田イーグルスバスケットボール（全面）17～19 ＡＳＣ３Ｂ体操10～12
ＡＳＣ太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16

リズムスイミング（1Ｃ）12～13
ＡＳＣ水中（２Ｃ）13～15
バタフライ（1Ｃ）16～17

福島県造園建設業協会
13～17 17 金

18 土
県北地区高等学校体育連盟バドミントン専門部地区大会
（全面）8～21

8　ballers（全面）9～13、18～21
渡利ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全面）13～16

東北電力太鼓部鼓響会13～16
空手同好会突蹴会16～18

日本ヨーガ療法士協会福島
（2室）9～19 18 土

19 日
県北地区高等学校体育連盟バドミントン専門部地区大会
（全面）8～19

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12
8　ballers（全面）13～16
渡利ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全面）16～19

サンヨー会10～12

19 日

20 月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21 リトルビクス（全面）10～12/ＡＳＣラージ卓球（半面）13～

15/鎌田イーグルスバスケットボール（全面）17～19
ＡＳＣフラダンス13～14：30
ＡＳＣ吹矢14：30～16

ＡＳＣ水中（3Ｃ）10～12 ＡＳＣリラックスヨガ
（2室）13～15 20 月

21 火 21 火

22 水
NFCビバーチェ（半面）19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

こみち体操クラブ（（全面）18～20 ＡＳＣストレッチヨガ10～12
ＡＳＣ健康ビクス13～15

福島医療生協（1Ｃ）13～14
22 水

23 木
福島県野球団体協議会（雨天時）（全面）7～17
福島Ｊｒハンドボールクラブ（半面）19～21

渡利ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全面）9～17 イルカサークル（1Ｃ）14～15/バタフ
ライ（1Ｃ）17～18/原様（1Ｃ）18～20 23 木

24 金
帝京安積高校ハンドボール部（全面）9～17
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～20

大森ＣＡＧＥＲ（全面）9～12、13～16 バタフライ（1Ｃ）16～17
24 金

25 土
高等学校体操大会県大会（全面）8～21 高等学校体操大会県大会（全面）8～18

8　ballers（全面）18～21
福島県剣道連盟福島支部9～13
空手同好会突蹴会16～18 25 土

26 日
高等学校体操大会県大会（全面）8～18 ＦＵＹＯクラブ（全）9～12

高等学校体操大会県大会（全面）12～17
すばる愛好会10～12 福島県サッカー協会

9～17 26 日

27 月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21 リトルビクス（全面）10～12

ＡＳＣラージ卓球（半面）13～15
ＡＳＣ健康体操＆ダンス13～15 ＡＳＣ水中（3Ｃ）10～12

27 月

28 火 28 火

29 水
帝京安積高校ハンドボール部（全面）9～17
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
NFCビバーチェ（半面）19～21

こみち体操クラブ（（全面）18～20 ＡＳＣストレッチヨガ10～12
ＡＳＣ健康ビクス13～15 29 水

30 木
帝京安積高校ハンドボール部（全面）9～17
ＮＦＣビバーチェジュニアユース（半面）19～21
福島Ｊｒハンドボールクラブ（半面）19～21

ＡＳＣラージ卓球（半面）13～15
8　ballers（全面）19～21

ＡＳＣ太極拳10～12
ＡＳＣポルドブラ14～16

ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12、15～17
バタフライ（1Ｃ）17～18
原様（1Ｃ）18～20

ＡＳＣ手芸
（2室）10～12 30 木

31 金
帝京安積高校ハンドボール部（全面）9～17
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～2119～21

ＡＳＣ3Ｂ10～12
ＡＳＣ太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16

ＡＳＣ水中（2Ｃ）13～15
バタフライ（1Ｃ）16～17 31 金

あづま総合体育館月間行事予定表 ＴＥＬ　０２４-５９３-１１１１

★次回サービスデーは8月23日（日）です★個人利用が無料になります（体育室（卓球のみ）、室内プール、体育館シャワー、体育館・陸上トレーニング室、庭球場（全面）、サイクル広場） ※6月22日現在（内容は変更することがあります）

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。 7月



2020年7月 7月
その他 民家園 せせらぎ桜の広場 あづま球場 多目的運動広場 軟式野球場 ミニ多目的広場 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 スポーツイベント広場 庭球場

1 水
福島リトルシニアチーム
（屋内両面）19～21

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

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・作業優先のため
管理課要相談 1 水

2 木
芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）
信夫ヶ丘ＴＣ（室内走路）18～20

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・作業優先のため
管理課要相談 2 木

3 金
ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

南福島アウルズ19～21 芝養生・作業優先のため
管理課要相談 3 金

4 土
年中行事
「たなばた」

福島レッズベースボールク
ラブ17～21

福島成蹊高校野球部7～17
（屋内両面）9～15

小・中学生サテライトリー
グ9～17

鳥川サッカースポーツ少
年団9～11

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

福島スポーツネット9～16 ポラリスリーグ10～16 福島県ラグビーフットボー
ル協会ラグビー教室
9～17

福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
(2面)9～12/ﾃﾆ研ｼﾞｭﾆｱ
(2面)9～12

4 土

5 日
年中行事
「たなばた」

第4回マンスリーディスクゴ
ルフ大会(D面)10～12

福島硬友クラブ
9～17

庭塚ソフトボールスポー
ツ少年団（Ａ面）9～13

芝養生・作業のため利用不可
（トラック可）

北信ＪＦＣ9～14 小中学生サテライトリー
グ9～17

県北地区高体連ラグビー
教室9～17

オーストリッチTC
(1面)9～12 5 日

6 月
あづまDGP愛好会(A面)10
～12/ASC生き生き(A
面)13～15

ＡＳＣ生き生き
13～15

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）
信夫ヶ丘ＴＣ（室内走路18～20

6 月

7 火 7 火

8 水
福島リトルシニアチーム
（屋内両面）19～21

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

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・作業優先のため
管理課要相談 8 水

9 木
ＡＳＣ生き生き
10～12

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）
信夫ヶ丘ＴＣ（室内走路）18～20

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・作業優先のため
管理課要相談 9 木

10 金
ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

明治安田生命J3リーグ
(準備)

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） 10 金

11 土
福島シルバー野球強化試合7～17
北斗野球クラブ（屋内片面）17～20

福島シルバー野球強化
試合7～17

鳥川サッカースポーツ少
年団9～11

明治安田生命J3リーグ 芝養生のため利用不可
（ﾄﾗｯｸ利用不可）

小中学生サテライトリーグ
9～17

テニ研ジュニア
(2面)9～12 11 土

12 日
第21回福島市ディスクゴル
フ大会(CD面)9～14

福島シルバー野球強化試合
7～17

福島シルバー野球強化
試合（予備日）

芝養生・作業のため利用不可
（トラック可）

芝養生のため利用不可
（ﾄﾗｯｸ利用不可）

小中学生サテライトリーグ
9～17

ｵｰｽﾄﾘｯﾁTC(1面)9～12/
福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
(2面)9～12

12 日

13 月
ASC生き生き(A面)13～15 ＡＳＣＧＧ愛好会10～12/

ＡＳＣ生き生き13～15
芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）
信夫ヶ丘ＴＣ（室内走路）18～20

Me&Youサッカーフェスティバル
(準備)9～21

Me&Youサッカーフェス
ティバル(準備)9～21

Me&Youサッカーフェスティ
バル(準備)9～21

ＡＳＣテニス
（2面）10～12 13 月

14 火
明治安田生命J3リーグ
(準備)(仮)

Me&Youサッカーフェスティバル
(準備)9～21

Me&Youサッカーフェス
ティバル(準備)9～21

Me&Youサッカーフェスティ
バル(準備)9～21 14 火

15 水
福島リトルシニアチーム
（屋内両面）19～21

明治安田生命J3リーグ(仮) Me&Youサッカーフェスティバル
(準備)9～21

Me&Youサッカーフェス
ティバル(準備)9～21

Me&Youサッカーフェスティ
バル(準備)9～21 15 水

16 木
ＡＳＣ生き生き
10～12

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）
信夫ヶ丘ＴＣ（室内走路）18～20

Me&Youサッカーフェスティバル
(準備)9～21

Me&Youサッカーフェス
ティバル(準備)9～21

Me&Youサッカーフェスティ
バル(準備)9～21 16 木

17 金

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）
大和ハウス工業㈱
（会議室全室）9～14

Me&Youサッカーフェスティバル
(準備)9～21

Me&Youサッカーフェス
ティバル(準備)9～21

Me&Youサッカーフェスティ
バル(準備)9～21

17 金

18 土
福島県高等学校野球連盟大会
9～21

FORTE福島FC9～17 水戸市長旗杯第28回東
日本選手権大会県北予
選7～17

鳥川サッカースポーツ少
年団9～11

明治安田生命J3リーグ
(準備)(仮)

Me&Youサッカーフェスティバル
9～21

Me&Youサッカーフェス
ティバル9～21

Me&Youサッカーフェスティ
バル9～21 18 土

19 日
福島硬友クラブ9～17
北斗野球クラブ（屋内片面）9～12

福島スポーツネット
9～16

水戸市長旗杯第28回東
日本選手権大会県北予
選7～17

レトラーダ福島ＪＦＣ
9～17

明治安田生命J3リーグ
(仮)

Me&Youサッカーフェスティバル
9～21

Me&Youサッカーフェス
ティバル9～21

Me&Youサッカーフェスティ
バル9～21 19 日

20 月
あづまDGP愛好会(A面)10
～12/ASC生き生き(A
面)13～15

ＡＳＣ生き生き
13～15

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）
信夫ヶ丘ＴＣ（室内走路）18～20

県事業調整中

20 月

21 火
福島市消防本部
（スタンド）9～12

県事業調整中
21 火

22 水
福島市消防本部（スタンド）9～12
福島県野球団体協議会（準備）13～21

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

県事業調整中

22 水

23 木
「海の日」 福島県野球団体協議会

7～17
小・中学生サテライトリー
グ9～17

水戸市長旗杯第28回東
日本選手権大会県北予
選7～17

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

県事業調整中 令和2年度南東北地区高
等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ強
化交流会9～17

23 木

24 金
「スポーツの日」 福島県高等学校野球連盟大会

9～21
小・中学生サテライトリー
グ9～17

水戸市長旗杯第28回東
日本選手権大会県北予
選7～17

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

明治安田生命J3リーグ
(準備)(仮)

芝養生のため利用不可
（ﾄﾗｯｸ利用不可）

令和2年度南東北地区高
等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ強
化交流会9～17

24 金

25 土
福島県高等学校野球連盟大会
9～21

小・中学生サテライトリー
グ9～17

水戸市長旗杯第28回東
日本選手権大会県北予
選7～17

明治安田生命J3リーグ
(仮)

芝養生のため利用不可
（ﾄﾗｯｸ利用不可）

令和2年度南東北地区高
等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ強
化交流会9～17

福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
（2面）9～12 25 土

26 日
福島県高等学校野球連盟大会
9～21

小・中学生サテライトリー
グ9～17

水戸市長旗杯第28回東
日本選手権大会県北予
選7～17

レトラーダ福島ＪＦＣ
13～17

芝養生・作業のため利用不可
（トラック可）

芝養生のため利用不可
（ﾄﾗｯｸ利用不可）

令和2年度南東北地区高
等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ強
化交流会9～17

オーストリッチTC(1面)9
～12/福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ
ｸﾗﾌﾞ（2面）9～12

26 日

27 月
2020キャッチボールクラシック福島県
大会(準備)15～17

ＡＳＣDGP愛好会
10～12

信夫ヶ丘ＴＣ（室内走路）18～20 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） 27 月

28 火
2020キャッチボールクラシック福島県
大会7～17 28 火

29 水
福島リトルシニアチーム
（屋内両面）19～21

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

ユナイテッドカップ9～16 ユナイテッドカップ9～16
29 水

30 木
芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）
信夫ヶ丘ＴＣ（室内走路）18～20

ユナイテッドカップ9～16 ユナイテッドカップ9～16

30 木

31 金
ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

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） 31 金

★次回サービスデーは8月23日（日）です★個人利用が無料になります（体育室（卓球のみ）、室内プール（全コース）、体育館シャワー、体育館・陸上トレーニング室、庭球場（全面）、サイクル広場）

あづま総合運動公園月間行事予定表 ＴＥＬ　０２４-５９３-１１１１

※6月20日現在（内容は変更することがあります）

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。 7月



2020年8月 8月
メインアリーナ サブアリーナ 体育室 室内プール 研修室 会議室 和室研修室 宿泊施設

1 土
県北ハンドボール協会（全）8～17 渡利ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）13～16

8　ballers（全）18～21
空手同好会突蹴会16～18

1 土

2 日
渡利ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（2/3）9～17 ＦＵＹＯクラブ（全）9～12

福大附属中男バス部（全）18～21
サンヨー会10～12

2 日

3 月
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2）19～21

リトルビクス（全）10～12
ＡＳＣラージ卓球（半）13～15

ＡＳＣフラダンス13.～14：30
ＡＳＣ吹矢14：30～16

ＡＳＣ水中（3Ｃ）10～12 ＡＳＣリラックスヨガ
（ＡＢ）13～15 3 月

4 火
停電・断水

4 火

5 水
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17
ガールズサッカースクール（1/2）19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2）19～21

こみち体操クラブ（Ａ）16～17（全）18～20 ＡＳＣストレッチヨガ10～12
ＡＳＣ健康ビクス13～15

ＡＳＣパソコン教室
（ＡＢ）10～12/13～15 5 水

6 木
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17
子どもハンドボール体験会（全）19～21

ＡＳＣラージ卓球（半）13～15
8　ballers（全）19～21

ＡＳＣ太極拳研究会9～10/ＡＳＣ太極拳
10～12/ＡＳＣピラティス13～14：30/ＡＳ
Ｃポルドブラ14：30～16

ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12、15～17
イルカサークル（1Ｃ）14～15
バタフライ（1Ｃ）17～18

ＡＳＣパソコン教室
（Ｂ）10～12/13～15

ＡＳＣウォーキング
（ＡＢ）13～15 6 木

7 金
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2）19～21

ＡＳＣ３Ｂ体操10～12/ＡＳＣ太極拳13～
15/ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16

ＡＳＣ水中（2Ｃ）13～15
バタフライ（1Ｃ）17～18 7 金

8 土
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17 8　ballers（全）9～17 福島県剣道連盟福島支部9～13

空手同好会突蹴会16～18
夏休み期間のため貸切不可

8 土

9 日
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17 ＦＵＹＯクラブ（全）9～12

8　ballers（全）13～20 9 日

10 月
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17 8　ballers（全）9～12、15～18

ラージ卓球（月）愛好会（半）15～18 10 月

11 火 11 火

12 水
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2）19～21
レトラーダ福島ＪＦＣ（1/2）19～21

臼井様（半）9～13
8　ballers（全）15～17
こみち体操クラブ（全）18～20

ＡＳＣストレッチヨガ10～12
ＡＳＣ健康ビクス13～15 12 水

13 木
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17
ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2）19～21
福島Ｊｒハンドボールクラブ（1/2）19～21

8　ballers（全）9～19

13 木

14 金
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2）19～21

8　ballers（全）9～19

14 金

15 土
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～15
福島県・京都府青少年交流事業（全）15～21

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12
8　ballers（全）12～15
福島県・京都府青少年交流事業（全）15～21

福島県・京都府青少年交流事業
15～21

福島県・京都府青少年交流事業
15～21

福島県・京都府青少年交流事業
（ＡＢ）15～21

福島県・京都府青少年交流事業
（ＡＢ）15～21 15 土

16 日
福島県・京都府青少年交流事業（全）7～17 福島県・京都府青少年交流事業（全）7～17 福島県・京都府青少年交流事業

7～17
福島県・京都府青少年交流事業
7～17

福島県・京都府青少年交流事業
（ＡＢ）7～17

福島県・京都府青少年交流事業
（ＡＢ）7～17 16 日

17 月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2）19～21 リトルビクス（全）10～12

ＡＳＣラージ卓球（半）13～15
ＡＳＣフラダンス13.～14：30
ＡＳＣ吹矢14：30～16

日本電設工業株式会社福島支社
11～18

ＡＳＣリラックスヨガ
（ＡＢ）13～15 17 月

18 火 18 火

19 水
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2）19～21
レトラーダ福島ＪＦＣ（1/2）19～21

こみち体操クラブ（Ａ）16～17（全）18～20 ＡＳＣストレッチヨガ10～12
ＡＳＣ健康ビクス13～15

ＡＳＣパソコン教室
（ＡＢ）10～12/13～15 19 水

20 木
福島Ｊｒハンドボールクラブ（1/2）19～21
NFCビバーチェ（1/2）19～21

ＡＳＣラージ卓球（半）13～15
8　ballers（全）19～21

ＡＳＣ太極拳研究会9～10/ＡＳＣ太極拳
10～12/ＡＳＣピラティス13～14：30/ＡＳ
Ｃポルドブラ14：30～16

ＡＳＣパソコン教室
（Ｂ）10～12/13～15

ＡＳＣウォーキング
（ＡＢ）13～15 20 木

21 金
吉井田小学校マーチングバンド部（全）13～18
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2）19～21

ＡＳＣ３Ｂ体操10～12/ＡＳＣ太極拳13～
15/ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16 21 金

22 土
第３回ＫＡＩＲＩＮユネスコ杯ドッジボール選手権大会
（準備）（全）19～21

福島県剣道連盟福島支部（半）9～13
ＴＥＡＭ　ＥＡＲＴＨ（全）18～21

空手同好会突蹴会16～18 福島県パークゴルフ協会連合会
9～12

日本ヨーガ療法士協会福島
（ＡＢ）9～19

福島県パークゴルフ協会連合会
（ＡＢ）9～12 22 土

23 日
第３回ＫＡＩＲＩＮユネスコ杯ドッジボール選手権大会
（全）7～18

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12 ☆サービスデー ☆サービスデー
23 日

24 月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2）19～21 リトルビクス（全）10～12

ＡＳＣラージ卓球（半）13～15
ＡＳＣ健康体操＆ダンス13～15 ＡＳＣ水中（3Ｃ）10～12 ＡＳＣリラックスヨガ

（ＡＢ）13～15 24 月

25 火 25 火

26 水
ガールズサッカースクール（1/2）19～21
NFCビバーチェ（1/2）19～21

こみち体操クラブ（全）18～20 ＡＳＣストレッチヨガ10～12
ＡＳＣ健康ビクス13～15

福島医療生協（1Ｃ）14～15 ＡＳＣパソコン教室
（ＡＢ）10～12/13～15 26 水

27 木

福島Ｊｒハンドボールクラブ（1/2）19～21
NFCﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2）19～21

ＡＳＣラージ卓球（半）13～15
8　ballers（全）19～21

ＡＳＣ太極拳研究会9～10/ＡＳＣ太極拳
10～12/ＡＳＣピラティス13～14：30/ＡＳ
Ｃポルドブラ14：30～16

いいざか幼稚園（自由利用）10～11：30/ＡＳ
Ｃ水中（2Ｃ）10～12、15～17/大笹生支援学
校（2Ｃ）10～12/イルカサークル（1Ｃ）14～
15/バタフライ（1Ｃ）17～18

ＡＳＣパソコン教室
（Ｂ）10～12/13～15

ＡＳＣ手芸
（ＡＢ）10～12 27 木

28 金
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2）19～21

ＡＳＣ３Ｂ体操10～12
ＡＳＣ太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16

聴覚支援学校福島校（2Ｃ）10～12/大
笹生支援学校（2Ｃ）10～12/ＡＳＣ水中
（２Ｃ）13～15/バタフライ（1Ｃ）16～17

28 金

29 土
ＴＥＡＭ　ＥＡＲＴＨ（1/3）18～21 8　ballers（全）18～21 空手同好会突蹴会16～18 福島県ソフトテニス連盟

9～13 29 土

30 日
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）9～18 ＦＵＹＯクラブ（全）9～12

福大附属中男バス部（全）18～21
福島県ソフトテニス連盟
9～13 30 日

31 月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（1/2）19～21 リトルビクス（全）10～12

ＡＳＣラージ卓球（半）13～15
ＡＳＣフラダンス13.～14：30
ＡＳＣ吹矢14：30～16

ＡＳＣ水中（3Ｃ）10～12
31 月

ＴＥＬ　０２４-５９３-１１１１あづま総合体育館月間行事予定表

★次回サービスデーは8月23日（日）です★個人利用が無料になります（体育室（卓球のみ）、室内プール、体育館シャワー、体育館・陸上トレーニング室、庭球場（全面）、サイクル広場） ※7月19日現在（内容は変更することがあります）

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。 8月



2020年8月 8月

その他 民家園 せせらぎ桜の広場 あづま球場 多目的運動広場 軟式野球場 ミニ多目的広場 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 スポーツイベント広場 庭球場

1 土
第91回都市対抗野球第一次予選
福島県大会兼第6回JABA東北ｸﾗﾌﾞ
ｶｯﾌﾟ福島県大会6～18

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

芝養生のため利用不可
（ﾄﾗｯｸ利用可） 1 土

2 日
第91回都市対抗野球第一次予選
福島県大会兼第6回JABA東北ｸﾗﾌﾞ
ｶｯﾌﾟ福島県大会6～18

第49回県連会長旗争奪軟
式野球大会県北予選
7～17

芝養生・作業のため利用不可
（トラック可）

南福島アウルズ17～19 FORTE福島FC9～17 オーストリッチTC(1面)9～12
テニ研ジュニア（2面）9～12 2 日

3 月
あづまDGP愛好会
(A面)10～12

福島県高等学校野球連盟
9～21

福島県高等学校野球連盟
7～17

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

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） 3 月

4 火
停電・断水 福島県高等学校野球連盟

9～21
福島県高等学校野球連盟
7～17 4 火

5 水
福島県高等学校野球連盟
9～21

福島県高等学校野球連盟
7～17

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

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） 5 水

6 木
芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

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） 6 木

7 金
ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）

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） 7 金

8 土
子供たちの自然体験会
（準備）（スポイベ法面）

第91回都市対抗野球第一次予選
福島県大会兼第6回JABA東北ｸﾗﾌﾞ
ｶｯﾌﾟ福島県大会6～18

第49回県連会長旗争奪軟
式野球大会県北予選
7～17

明治安田生命J3リーグ第9節
「福島ユナイテッドFC対カマタマーレ
讃岐」(準備)7～21

南福島アウルズ17～19 FORTE福島FC9～17 夏季サッカーフェスティバル大
会9～17

テニ研ジュニア（2面）9～12/福島西
高校女子ソフトテニス部保護者会（2
面）9～13

8 土

9 日
子供たちの自然体験会
（準備）（スポイベ法面）

第5回マンスリーディスクゴ
ルフ大会(D面)9～12

第91回都市対抗野球第一次予選
福島県大会兼第6回JABA東北ｸﾗﾌﾞ
ｶｯﾌﾟ福島県大会(予備日)6～18

FORTE福島FC
9～17

第49回県連会長旗争奪軟
式野球大会県北予選
7～17

レトラーダ福島ＪＦＣ
9～16

明治安田生命J3リーグ第9節
「福島ユナイテッドFC対カマタマーレ
讃岐」7～20

第46回福島県社会人サッカーリー
グ9～18

第46回福島県社会人サッカー
リーグ9～18

夏季サッカーフェスティバル大
会9～17

福島西高校女子ソフトテニス部保護
者会（4面）9～16 9 日

10 月

「山の日」
子供たちの自然体験会
（スポイベ法面）10～15

子供たちの自然体験会
9～17

レトラーダ福島ＪＦＣ
9～17

第49回県連会長旗争奪軟
式野球大会県北予選
7～17

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）
子どもたちの自然体験会
(会議室3）9～17

FORTE福島FC9～17 FORTE福島FC9～16 夏季サッカーフェスティバル大
会9～17

テニ研ジュニア（2面）9～12/福島西
高校女子ソフトテニス部保護者会（2
面）9～13 10 月

11 火 11 火

12 水
片岡様10～15 芝養生・作業のため利用不可

(トラック作業優先)
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 水

13 木
蓮根クラブ9～13
片岡様13～18

芝養生・作業のため利用不可
(トラック作業優先)

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

14 金
福島商業高校野球部9～17
片岡様17～21

NFCビバーチェ
9～17

芝養生・作業のため利用不可
(トラック作業優先)

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）

福島県アーチェリー協会夏季
強化合宿8～18 14 金

15 土
福島商業高校野球部9～17
福島レッズベースボールクラブ
17～21

小中学生サテライトリーグ
9～17

第49回県連会長旗争奪軟
式野球大会県北予選
7～17

芝養生・作業のため利用不可
(トラック作業優先)

芝養生のため利用不可
（ﾄﾗｯｸ利用不可）

福島県アーチェリー協会夏季
強化合宿8～18

福島STクラブ(2面)9～12
テニ研ジュニア(2面)9～12 15 土

16 日
マスターズ甲子園福島県交流戦
8～17

小中学生サテライトリーグ
9～17

第49回県連会長旗争奪軟
式野球大会県北予選
7～17

レトラーダ福島ＪＦＣ
9～12

第75回福島県選手権大会(準備)
9～21

第75回福島県選手権大会(準備)
9～21

第75回福島県選手権大会(準
備)9～21

福島県アーチェリー協会夏季
強化合宿8～18

オーストリッチTC(1面)9～12/福島
ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（2面）9～12/テ
ニ研ジュニア（2面）13～16

16 日

17 月
福島市中央学習センター
（見学）

あづまDGP愛好会
10～12

第75回福島県選手権大会
6～19

第75回福島県選手権大会
6～21

第75回福島県選手権大会
6～19

聖光学院高校テニス部
(7面)9～17 17 月

18 火
第75回福島県選手権大会
6～19

第75回福島県選手権大会
6～19

第75回福島県選手権大会
6～19

聖光学院高校テニス部
(全面)9～17 18 火

19 水
子供たちの自然体験会
（スポイベ法面）（準備予備日）

芝養生・作業のため利用不可
(トラック作業優先)

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）

聖光学院高校テニス部
(7面)9～17 19 水

20 木

子供たちの自然体験会
（スポイベ法面）（予備日）

福島商業高校野球部
9～17

芝養生・作業のため利用不可
（トラック作業優先）
子どもたちの自然体験会（予備日）
(会議室3）9～17

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）

20 木

21 金
福島レッズベースボールクラブ
9～17

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

第75回福島県選手権大会
6～19

第75回福島県選手権大会
6～21

第75回福島県選手権大会
6～19 21 金

22 土
第72回秋季東北地区高等学校野
球福島県大会県北支部予選7～17

第72回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会県北
支部予選7～17

第49回県連会長旗争奪軟
式野球大会県北予選
7～17

第75回福島県選手権大会
6～19

第75回福島県選手権大会
6～21

第75回福島県選手権大会
6～19

小中学生サテライトリーグ
9～17

福島西高校女子ソフトテニス部保護
者会（2面）12～16/テニ研ジュニア
（2面）13～16

22 土

23 日
☆サービスデー 第72回秋季東北地区高等学校野

球福島県大会県北支部予選7～17
第72回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会県北
支部予選7～17

第49回県連会長旗争奪軟
式野球大会県北予選
7～17

第75回福島県選手権大会
6～19

第75回福島県選手権大会
6～19

第75回福島県選手権大会
6～19

小中学生サテライトリーグ
9～17

☆サービスデー

23 日

24 月
あづまDGP愛好会
(A面)10～12

第72回秋季東北地区高等学校野
球福島県大会県北支部予選7～17

第72回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会県北
支部予選7～17

芝養生・作業のため利用不可
(トラック作業優先)

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） 24 月

25 火
第72会秋季東北地区高等学校野
球福島県大会県北支部予選7～17

第72回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会県北
支部予選7～17

25 火

26 水
第72回秋季東北地区高等学校野
球福島県大会県北支部予選7～17

第72回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会県北
支部予選7～17

イームズドローンスクール
9～17

芝養生・作業のため利用不可
(トラック作業優先)

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） 26 水

27 木
第72回秋季東北地区高等学校野
球福島県大会県北支部予選7～17

第72回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会県北
支部予選7～17

イームズドローンスクール
9～17

芝養生・作業のため利用不可
(トラック作業優先)

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） 27 木

28 金
第72回秋季東北地区高等学校野
球福島県大会県北支部予選7～17

第72回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会県北
支部予選7～17

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

芝養生・作業のため利用不可
(トラック作業優先)

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） 28 金

29 土
第72回秋季東北地区高等学校野
球福島県大会県北支部予選7～17

第72会秋季東北地区高等
学校野球福島県大会県北
支部予選7～17

第49回県連会長旗争奪軟
式野球大会県北予選
7～17

芝養生・作業のため利用不可
(トラック作業優先)

みちのくリーグU-13
10～16

小中学生サテライトリーグ
9～17

県北地区高体連ラグビー専
門部ラグビー教室8～17

福島市中学生Sリーグ2020(第3ス
テージ)(全面)8～17 29 土

30 日
第72回秋季東北地区高等学校野
球福島県大会県北支部予選7～17

第72回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会県北
支部予選7～17

第49回県連会長旗争奪軟
式野球大会県北予選
7～17

芝養生・作業のため利用不可
(トラック可)

第46回福島県社会人サッカーリー
グ9～18

第46回福島県社会人サッカー
リーグ9～18

福島市中学生Sリーグ2020(第3ス
テージ)(全面)8～17 30 日

31 月

第63回福島県中学校体育大会
県北地区予選大会駅伝競走
（準備）（幹線園路・サイクルス
ポーツ広場）8～17

あづまDGP愛好会
(A面)10～12
ＡＳＣ生き生き
（1面）13～15

第72回秋季東北地区高等学校野
球福島県大会県北支部予選7～17

第72回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会県北
支部予選7～17

オーバーシード（芝・トラック不可）
第63回福島県中学校体育大会県北
地区予選大会駅伝競走
（準備）15～17

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）

ASCテニス(2面)10～12

31 月

★次回サービスデーは8月23日（日）です★個人利用が無料になります（体育室（卓球のみ）、室内プール（全コース）、体育館シャワー、体育館・陸上トレーニング室庭球場（全面）、サイクル広場）

あづま総合運動公園月間行事予定表 ＴＥＬ　０２４-５９３-１１１１

※7月19日現在（内容は変更することがあります）

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。 8月

年中行事
「盆の行事」
9～16：30

年中行事
「おつきみ」
9～16：30

スポイベのアーチェリー移動
する可能性あり（8/14～16）
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