
2020年10月 10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 木
令和2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/ＮＦＣビバーチェ（1/2）19～21

ダイエー観光（全）10～13/ASCラージ卓球（半)13～
15/8ballers（全）18～21

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

ASC水中（2C)10～12、15～17/新婦人
水中ウォーキング（1Ｃ）10～12/バタフ
ライ（1Ｃ）17～18

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

ASCウォーキング
（2室）13～15 1 木

2 金
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

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

2 金

3 土
杉妻ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）9～12、14
～17/8ballers（全）18～21

空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ　18～21 3 土

4 日
ＦＵＹＯクラブ（全）9～12
フェイカーズ（全）15～18

サンヨー会10～12 福島市水泳連（全）8～10
4 日

5 月
鳥川小学校（1/2）10～12/ダイエー観光（1/2）10～12/ＩＮ
ＮＯＶＡＴＩＯＮ.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 施設管理課
（2室）13～15

ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 5 月

6 火 6 火

7 水
福島ふたば保育園（1/2）9～12/吉井田小学校マーチングバンド
部（全）14～19/ＮＦＣビバーチェ（1/2）19～21/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆ
ｱﾕｰｽ（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

福島県学校給食研究会栄
養士部会12～17

ASCパソコン教室
（2室）10～12/13～15 7 水

8 木
子どもハンドボール体験会（全）19～21 ASCラージ卓球（半)13～15

8ballers（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/ASC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

福島県防犯協会連合会
12～17

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15 8 木

9 金

梁川小学校（全）10～12（雨天時）
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21
みなみクラブ（1/3）19～21

ダイエー観光（全）10～12/荒井ミニバスケットボールス
ポーツ少年団男子（全）18～20

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/小学生初心者水泳教室（3Ｃ）18～
20

9 金

10 土
荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団男子（1/3）18～
20/8ballers（1/3）18～21

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/渡利ミニバスケットボールスポー
ツ少年団（全）12～17/ＴＥＡＭ　ＥＡＲＴＨ（全）18～21

空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ　18～21

小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12/
信夫中学校水泳部（1Ｃ）10～12/なか
よしスイミングクラブ（1Ｃ）19～20

10 土

11 日
福島わかば幼稚園第58回運動会（全）7～12/福島ユナイテッド
サッカー教室（雨天時）（全）12～17/渡利ミニバスケットボールス
ポーツ少年団（全）17～19

福島県武術太極拳連盟レベルアップ講習会（全）10～16/誠友ミ
ニバスケットボールスポーツ少年団（全）16～18/荒井ミニバス
ケットボールスポーツ少年団男子（全）18～20

☆サービスデー（卓球のみ） ☆サービスデー
福島市水泳連盟（全）8～10/小学生初
心者水泳教室（3Ｃ）10～12

福島県サッカー協会
9～16 11 日

12 月
荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団男子（1/3）17～
19/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21

リトルビクス10～12/ASCラージ卓球（半)13～15/荒井ミニ
バスケットボールスポーツ少年団男子（全）18～20

ASC健康体操＆ダンス13～15 ASC水中（3C)10～12 ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 12 月

13 火 13 火

14 水
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19
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

荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団男子
（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
（2室）10～12/13～15 14 水

15 木
ＮＦＣビバーチェ（1/2）19～21
ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2）19～21

清水小学校（全）9～12（雨天時）/ASCラージ卓球（半)13～15/荒
井ミニバスケットボールスポーツ少年団男子（全）17～19/8ballers
（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/ASCポ
ルドブラ14：30～16

ASC水中（2C)10～12、15～17/新婦人
水中ウォーキング（1Ｃ）10～12/バタフ
ライ（1Ｃ）17～18

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

ASCウォーキング
（2室）13～15 15 木

16 金

施設管理課（控①）9～17
伊達こども園（全）10～13
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21

栗野小学校（全）9～13/荒井ミニバスケットボールスポー
ツ少年団男子（全）18～20

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/小学生初心者水泳教室（3Ｃ）18～
20

庭木の剪定、剪定ばさみの刃研ぎ
講習会（2室）10～14/あづまの郷
ウォーク大会実行委員会（2室）14
～17

16 金

17 土
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）9～18/8ballers
（1/3）18～21/ＴＥＡＭ　ＥＡＲＴＨ（1/3）18～21

福島県農業共済組合職員会本部支所（全）9～18/荒井ミ
ニバスケットボールスポーツ少年団男子（全）18～20

東北電力太鼓部鼓響会13～16
空手同好会突蹴会16～18

小学生初心者水泳教室
（3Ｃ）10～12 17 土

18 日
吾妻中学校（全）9～17 ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/ＦＩＤ福島（全）12～15/クラブビーンズ

（全）15～17/荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団男子（全）
18～20

福島市水泳連盟（全）8～10/小学
生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12 18 日

19 月
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）9～18
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21

リトルビクス（全）10～12/ASCラージ卓球（半)13～15/荒
井ミニバスケットボールスポーツ少年団男子（全）18～20

ASCフラダンス13～14：30
ASC吹矢14：30～16

ASC水中（3C)10～12 福島県シルバー人材センター
連合会（2室）8～17

ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 19 月

20 火 保守点検 20 火

21 水
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19
ガールズサッカースクール（1/2）19～21
ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2）19～21

荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団男子
（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
（2室）10～12/13～15 21 水

22 木
総務課（控室、多目全室）9～12/野田小学校（全）9～13/ＮＦＣビ
バーチェ（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/荒井ミニバスケットボールス
ポーツ少年団男子（全）17～19/8ballers（全）19～21

ＡＳＣ太極拳研究会9～10
ASC太極拳10～12
ASCポルドブラ14～16

ASC水中（2Ｃ10～12、15～17/イルカ
サークル（1Ｃ）14～15/バタフライ（1Ｃ）
17～18

ＡＳＣ手芸
（2室）10～12 22 木

23 金

野田小学校マーチングバンドクラブ（全）12～19
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21

荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団男子
（全）18～20

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/小学生初心者水泳教室（3Ｃ）18～
20

23 金

24 土
第58回福島県高等学校新人ハンドボール選手権大会県
北地区大会（全）9～21

荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団男子
（全）18～20

空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ　18～21 24 土

25 日
第58回福島県高等学校新人ハンドボール選手権大会県
北地区大会（全）9～21

杉妻ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）14～17 福島市水泳連盟（全）8～10
25 日

26 月
第58回福島県高等学校新人ハンドボール選手権大会県
北地区大会（全）9～18/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21

リトルビクス（全）10～12/ASCラージ卓球（半)13～15/こ
みち体操クラブ（全）18～20

ASC健康体操＆ダンス13～15 ASC水中（3C)10～12
26 月

27 火 27 火

28 水
令和2年度福島県高等学校新人体育大会体操競技
（全）8～21

令和2年度福島県高等学校新人体育大会体操競技
（全）8～21

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 令和2年度福島県高等学校新人体
育大会体操競技（2室）8～21

令和2年度福島県高等学校新人体
育大会体操競技（2室）8～21 28 水

29 木
令和2年度福島県高等学校新人体育大会体操競技
（全）8～21

令和2年度福島県高等学校新人体育大会体操競技
（全）8～21

ＡＳＣ太極拳研究会9～10
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

令和2年度福島県高等学校新人体
育大会体操競技（2室）8～21

令和2年度福島県高等学校新人体
育大会体操競技（2室）8～21 29 木

30 金
令和2年度福島県高等学校新人体育大会体操競技
（全）8～21

令和2年度福島県高等学校新人体育大会体操競技
（全）9～21

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/バタフラ
イ（1Ｃ）16～17/小学生初心者水泳教
室（3Ｃ）18～20

令和2年度福島県高等学校新人体
育大会体操競技（2室）8～21

令和2年度福島県高等学校新人体
育大会体操競技（2室）8～21 30 金

31 土
吉井田小学校マーチングバンド部（全）9～17 ＦＵＹＯクラブ（全）9～12

8ballers（全）19～21
空手同好会突蹴会16～18 信夫中学校水泳部（2Ｃ）10～12/なか

よしスイミングクラブ（1Ｃ）19～20 31 土

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。 １０月

あづま総合体育館月間行事予定表 ＴＥＬ　０２４-５９３-１１１１

水質検査

★次回サービスデーは10月11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10月10日（土）に実施 ※9月17日11時現在（内容は変更することがあります）



2020年10月 10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 木
全国大陶器市(大駐車場)（準備） 吾妻パークゴルフ愛好会

(AC面)9～11
グラウンド・屋内練習場
整備のため利用不可（業者）

令和2年度福島支部中学校体育連
盟新人体育大会軟式野球（予備
日）

令和2年度福島支部中学校体育連
盟新人体育大会軟式野球（予備
日）/ASC生き生き10～12

芝養生のため利用不可
（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

県北高体連ラグビー教室
10～13

ASCテニス(2面)10～12

1 木

2 金
全国大陶器市(大駐車場)（準備） グラウンド・屋内練習場

整備のため利用不可（業者）
ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

芝養生のため利用不可
（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）
公園ナイトラン17～20：30

芝養生・作業優先のため
管理課要相談 2 金

3 土
全国大陶器市(大駐車場)
～11日

年中行事「稲刈り、
脱穀」「収穫祭」10
～12

吾妻パークゴルフ愛好会
(AC面)9～11

グラウンド・屋内練習場
整備のため利用不可（業者）

小中学生サテライトリーグ
9～17

小中学生サテライトリーグ
9～17

芝養生のため利用不可
（トラック作業優先）

芝養生のため利用不可
（トラック可）
公園ナイトラン17～20：30

東北大学サッカーリーグ2020
9～18

芝養生・作業優先のため
管理課要相談

FGテニス班(2面)9～12
福島STクラブ(2面)9～12
テニ研ジュニア(2面)12～16

3 土

4 日
ガールスカウト福島県連
盟（1面）9～16

グラウンド・屋内練習場
整備のため利用不可（業者）

小中学生サテライトリーグ
9～17

小中学生サテライトリーグ
9～17

レトラーダ福島JFC
9～16

芝養生のため利用不可
（トラック可）

芝養生のため利用不可
（トラック可）
公園ナイトラン17～20：30

東北みちのくリーグ南ブロック
9～17

福島県ラグビー教室
8～12

オーストリッチTC(1面)9～12/FGテ
ニス班(2面)9～12/福島西高校女子
ソフトテニス部保護者会（3面）12～
17

4 日

5 月
鳥川小学校(トリム)9～11:30（雨
天時ギャラリー）

あづまＤＧＰ愛好会
（Ａ面）10～12

グラウンド・屋内練習場
整備のため利用不可（業者）

ASC生き生き13～15 芝養生のため利用不可
（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

芝養生・作業優先のため
管理課要相談 5 月

6 火
第91回都市対抗野球二次予選東北大
会8～16

明治安田生命J3リーグ公式戦第20節
「福島ユナイテッドFC対セレッソ大阪
U-23」(準備)9～21

6 火

7 水
ふたば保育園
（雨天時ギャラリーｏｒ2階ホール）

第91回都市対抗野球二次予選東北大
会8～16/福島リトルシニアチーム（屋
内両塁）19～21

明治安田生命J3リーグ公式戦第20節
「福島ユナイテッドFC対セレッソ大阪
U-23」9～21

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 7 水

8 木

第91回都市対抗野球二次予選東北大
会8～16

還暦軟式野球選抜大会
8～17

ASC生き生き10～12 芝養生のため利用不可
（トラック作業優先）
秋を楽しむウォーキング
(会議室3)10～12

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）

8 木

9 金
梁川小学校(トリム）9：30～12（雨
天時ギャラリー）

第64回福島市民体育祭木
球競技（準備）（全面）15～
17

第91回都市対抗野球二次予選東北大
会8～16

還暦軟式野球選抜大会
8～17

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

第19回福島県特別支援学校スポーツ
大会代替大会陸上競技（準備）12～
21

第19回福島県特別支援学校スポーツ
大会代替大会陸上競技（準備）12～
21

9 金

10 土

☆サービスデー
（陸上トレーニング室のみ）

第64回福島市民体育祭木
球競技（全面）8～14

第91回都市対抗野球二次予選東北大
会8～16

小中学生サテライトリーグ
9～17

「ベスト学院カップ」第12回福島県ソ
フトボールスポーツ少年団大会（男
子新人戦県大会・女子県大会）7～
17

「ベスト学院カップ」第12回福島県
ソフトボールスポーツ少年団大会
（男子新人戦県大会・女子県大会）
7～17

☆トレーニング室サービスデー
第19回福島県特別支援学校スポーツ
大会代替大会陸上競技7～17/明治
安田生命Ｊ３リーグ公式戦第21節「福
島ユナイテッドFC対ロアッソ熊本」（準
備）17～21

第19回福島県特別支援学校スポーツ
大会代替大会陸上競技7～17/福島
ユナイテッドＦＣイベント（準備）17～21

福島ユナイテッドＦＣイベント
（準備）9～17

県北高体連ラグビー教室
9～16

福島STクラブ(2面)9～12

10 土

11 日

☆サービスデー
「親子で学ぼう！防災教室」
（サイクル広場）10～15

第36回福島市木球大会
（全面）8～13

第91回都市対抗野球二次予選東北大
会8～16

第7回マンスリーディスクゴ
ルフ大会10～12

「ベスト学院カップ」第12回福島県ソフト
ボールスポーツ少年団大会（男子新人
戦県大会・女子県大会）7～16

「ベスト学院カップ」第12回福島県ソフト
ボールスポーツ少年団大会（男子新人
戦県大会・女子県大会）7～16

明治安田生命Ｊ３リーグ公式戦第21
節「福島ユナイテッドFC対ロアッソ熊
本」7～18

福島ユナイテッドＦＣイベント
7～17
公園ナイトラン17～20：30

福島ユナイテッドＦＣイベント
7～18

東北地区大学ラグビーリーグ
戦9～16

☆サービスデー

11 日

12 月
全国大陶器市(大駐車場)（撤収） 第91回都市対抗野球二次予選東北大

会8～16
あづまDGP愛好会10～12
ASC生き生き13～15

芝養生のため利用不可
（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 月

13 火
第91回都市対抗野球二次予選東北大
会（予備日） 13 火

14 水
いわき光洋高校（ﾄﾘﾑ、巨石、木
陰、ﾋﾟｸﾆｯｸ）12～13：45（雨天時
ｷﾞｬﾗﾘｰ）

第91回都市対抗野球二次予選東北大
会（予備日）/福島リトルシニアチーム
（屋内両塁）19～21

芝養生のため利用不可
（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 14 水

15 木
清水小学校（トリム）9～13：30（雨
天時2階ホール）

第91回都市対抗野球二次予選東北大
会（予備日）

還暦軟式野球選抜大会
8～17

ASC生き生き10～12 芝養生のため利用不可
（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 15 木

16 金

粟野小学校(トリム)9～13/杉妻幼
稚園(トリム)/愛隣幼稚園(トリム・
サイクル)10～14

第91回都市対抗野球二次予選東北大
会（予備日）

還暦軟式野球選抜大会
8～17

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

芝養生のため利用不可
（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）
公園ナイトラン17～20：30 16 金

17 土

福島市イベント発着所(大駐車場) 第１８回東北少年軟式野球新人東北
大会7～21

小中学生サテライトリーグ
9～17

「ベスト学院カップ」第12回福島県ソフト
ボールスポーツ少年団大会（男子新人
戦県大会・女子県大会）（予備日）

「ベスト学院カップ」第12回福島県ソフト
ボールスポーツ少年団大会（男子新人
戦県大会・女子県大会）（予備日）

芝養生のため利用不可
(トラック作業優先)

芝養生のため利用不可
（トラック可）
公園ナイトラン17～20：30

東北大学サッカーリーグ2020
9～18

ＪＦＡキッズサッカーフェスティ
バル9～18

福島STクラブ(2面)9～12

17 土

18 日
セレクトン福島
12～15

第21回福島市オープンディ
スクゴルフ大会（ＣＤ面）9
～14

第１８回東北少年軟式野球新人東北
大会7～17

小中学生サテライトリーグ
9～17

第23回県北軟式野球王座決定戦
7～17

芝養生のため利用不可
(トラック可)

芝養生のため利用不可
（トラック可）
公園ナイトラン17～20：30

東北Ｕ－１３みちのくリーグ
9～17

東北地区大学ラグビーリーグ
戦9～16

第43回あづま総合運動公園庭球場
オープン記念ダブルス大会ビギナー
の部・一般の部（全面）8～17

18 日

19 月
鳥川小学校(トリム)9～11:30 第63回秋季県北支部高等学校野球選

手権大会7～17
第63回秋季県北支部高等学校野
球選手権大会7～17

あづまDGP愛好会10～12
ASC生き生き13～15

芝養生のため利用不可
（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）

ASCテニス(2面)10～12
19 月

20 火
杉妻幼稚園（10/16の予備日） 第63回秋季県北支部高等学校野球選

手権大会（予備日）
第63回秋季県北支部高等学校野
球選手権大会（予備日） 20 火

21 水
三河台小学校(雨天時ギャラ
リー）)/鳥川小学校((10/19の予備
日)

第63回秋季県北支部高等学校野球選
手権大会（予備日）/福島リトルシニア
チーム（屋内両塁）19～21

第63回秋季県北支部高等学校野
球選手権大会（予備日）

芝養生のため利用不可
（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 21 水

22 木

福島文化笹谷幼稚園
（トリム）10～11

グラウンド整備のため利用不可 福島県事業 ASC生き生き10～12 芝養生のため利用不可
（トラック作業優先）
秋を楽しむウォーキング
(会議室3)10～12

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

22 木

23 金
セントヴェルジェ教会(イチョウ並
木)11:30～12:30/聴覚支援学校
（ﾄﾘﾑ。ｻｲｸﾙ）9：30～13：30

グラウンド整備のため要相談
吉井田学習センター（見学）10～11

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

芝養生のため利用不可
（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）
公園ナイトラン17～20：30

県北高体連ラグビー教室
9～14 23 金

24 土

商工会連合会フリーマーケット
(大駐車場)

第１８回東北少年軟式野球新人東北
大会（予備日）

小中学生サテライトリーグ
9～17

研玉クラブ
10～12

レトラーダ福島JFC
14～17

第9回東邦カップふくしまリレーズ7～
18/明治安田生命Ｊ３リーグ公式戦第
23節「福島ユナイテッドFC対AC長野
パルセイロ」(準備)18～21

第9回東邦カップふくしまリレーズ7～
18/福島ユナイテッドＦＣイベント（準
備）18～21

福島ユナイテッドＦＣイベント
（準備）7～18

小中学生サテライトリーグ
9～17

福島STクラブ(2面)9～12
テニ研ジュニア(2面)9～12

24 土

25 日

石見様
（トリム、木陰）10～15

年中行事「子ども秋ま
つり」10～12：30

第１８回東北少年軟式野球新人東北
大会（予備日）

小中学生サテライトリーグ
9～17

福島アントラーズ9～12
スカイライン福島12～15

レトラーダ福島JFC
9～16

明治安田生命Ｊ３リーグ公式戦第23
節「福島ユナイテッドFC対AC長野パ
ルセイロ」7～18

福島ユナイテッドＦＣイベント
7～17
公園ナイトラン17～20：30

福島ユナイテッドＦＣイベント
7～18

福島県サッカー協会県北リー
グ9～18

第43回あづま総合運動公園庭球場
オープン記念ダブルス大会ジュニア
の部（全面）8～17 25 日

26 月
あづまDGP愛好会
(A面)10～12

グラウンド整備のため利用不可 ASC生き生き13～15 芝養生のため利用不可
（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 月

27 火 27 火

28 水
大笹生小学校(トリム)9:30～13/セ
ントヴェルジェ協会（イチョウ並木）
11：30～12：30

消防訓練9～12
福島リトルシニアチーム
(屋内両面)19～21

イームズドローンスクール
9～17

芝養生のため利用不可
（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

芝養生・作業優先のため
管理課要相談 28 水

29 木
落ち葉プール（～11/15） 福島市消防本部野球部

8～17
イームズドローンスクール
9～17

ASC生き生き10～12 芝養生のため利用不可
（トラック作業優先）

第28回あづまカップ福島市ゲートボー
ル交流大会7～16

芝養生・作業優先のため
管理課要相談 29 木

30 金
ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

芝養生のため利用不可
（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）
公園ナイトラン17～20：30

県北高体連ラグビー教室
9～14 30 金

31 土
新谷杯争奪第15回日本木
球選手権大会（準備）（ＡＣ
面）15～17

福島レッズベースボールクラブ
13～18

芝養生のため利用不可
（トラック作業優先）

芝養生のため利用不可
（トラック可）
公園ナイトラン17～20：30

福島商業高校サッカー部
11～16

小中学生サテライトリーグ
9～17

福島STクラブ(2面)9～12
テニ研ジュニア(2面)9～12 31 土

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。 10月

あづま総合運動公園月間行事予定表 ＴＥＬ　０２４-５９３-１１１１

水質検査

★次回サービスデーは10月11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10月10日（土）に実施 ※9月17日11時現在（内容は変更することがあります）



2020年11月 11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 日
吾妻排球クラブ（全）8～17
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/渡利ミニバスケットボールスポーツ少
年団（全）13～16/福大附属中男バス部（全）17～20

福島市水泳連盟（全）8～10
1 日

2 月
リトルビクス（1/3）10～12/東和小学校（2/3）12～14（雨天時）/リベル
タサッカースクール（1/3）17～19/福島県立医科大学ハンドボール部
（1/2）18～20/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21

笹谷小学校（全）9～13（雨天時）
ASCラージ卓球（B)13～15
オールバレックス（半）19～21

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 2 月

3 火
田村高校ソフトテニス部（全）9～17

3 火

4 水 振替休園日 4 水

5 木

ＮＦＣビバーチェ（1/2）19～21
鳥川サッカースポーツ少年団（1/2）19～21

ASCラージ卓球（B)13～15
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）19～21

ASC太極拳10～12
ＡＳＣポルドブラ14～16

ASC水中（2C)10～12、15～17
新婦人水中ウォーク（１Ｃ）10～12
バタフライ（1Ｃ）17～18
福島大学トライアスロン部（1Ｃ）18～20

県北農林事務所
（ＡＢ）9～17

ＡＳＣウォーキング
（ＡＢ）13～15 5 木

6 金

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

リズムスイミング（1Ｃ）12～13/ASC水中（２
C)13～15/バタフライ（1Ｃ）16～17/福島大学
トライアスロン部（1Ｃ）17～19/小学生初心者
水泳教室（3Ｃ）18～20

6 金

7 土
第36回福島県ミニバスケットボール優勝大会県北地区予選
会（全）8～21

大森ＣＡＧＥＲ（全）9～12
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）18～21

空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ　18～21

信陵中学校水泳部（3Ｃ）10～12 いいたてネットワーク（雨天中止）
9～13 7 土

8 日
第36回福島県ミニバスケットボール優勝大会県北地区予選
会（全）8～19

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/大森ＣＡＧＥＲ（全）13～16/誠
友ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）16～19

サンヨー会10～12 福島市水泳連盟（全）8～10 経営企画課
（ＡＢ）9～17 8 日

9 月
森合小学校（1/2）10～12（雨天時）/リベルタサッカースクール（1/3）
17～19/福島県立医科大学ハンドボール部（1/2）18～20/ＩＮＮＯＶＡＴＩ
ＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21

リトルビクス（全）10～12
ASCラージ卓球（B)13～15

ASC健康体操＆ダンス13～15 ASC水中（3Ｃ）10～12 カルチャー教室「こころ喜ぶ臨
床美術」（ＡＢ）13～16

ASCリラックスヨガ
（ＡＢ）13～15 9 月

10 火 10 火

11 水
ＮＦＣビバーチェ（1/2）19～21
清水サッカースポーツ少年団（1/3）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 カルチャー教室「初めての大
正琴」（ＡＢ）9～12/ASCパソコ
ン教室（1室）10～12/13～15

11 水

12 木
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19
ＮＦＣビバーチェ（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（B)13～15
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）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
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
（1室）10～12/13～15 12 木

13 金
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21
清水サッカースポーツ少年団（1/3）19～21

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/小
学生初心者水泳教室（3Ｃ）18～20

カルチャー教室「天然100％で作るｱﾛﾏ
抗菌ﾊﾝﾄﾞｼﾞｪﾙとｱﾛﾏﾏｽｸｽﾌﾟﾚｰ」（ＡＢ）
9～12、「秋のかごｱﾚﾝｼﾞﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗ
ﾜｰ教室」（ＡＢ）13～16

13 金

14 土
東北・北海道ブロックＦＩＤバスケットボール交歓大会
（全）8～21

みなみクラブ（半）9～16 空手同好会突蹴会16～18 信夫中学校水泳部（2Ｃ）10～12
なかよしスイミングクラブ（1Ｃ）19～20 14 土

15 日
東北・北海道ブロックＦＩＤバスケットボール交歓大会（全）8～
14/フェイカーズ（1/3）15～18

ＴＥＡＭ　ＥＡＲＴＨ（全）14～17
福大附属中男バス部（全）17～20

福島市水泳連盟（全）8～10
めだかクラブ（1Ｃ）10～12 15 日

16 月
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
福島県立医科大学ハンドボール部（1/2）19～21

リトルビクス（全）10～12
ASCラージ卓球（B)13～15

ASCフラダンス13～14：30
ASC吹矢14：30～16

ASC水中（3Ｃ）10～12 ヨークベニマル太平寺店
10～12/14～16

ASCリラックスヨガ
（ＡＢ）13～15 16 月

17 火 県北高体連バドミントン専門部（全）9～21 県北高体連バドミントン専門部（全）9～21 17 火

18 水
県北高体連バドミントン専門部（全）9～19/ガールズサッカー
スクール（1/2）19～21/ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2）19～21

県北高体連バドミントン専門部（全）9～18
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

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15 18 水

19 木
ＮＦＣビバーチェ（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（B)13～15
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）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/健康づ
くり教室「ﾖｶﾞﾌﾟﾗｸﾃｨｽ」17～21

ASC水中（2C)10～12、15～17
新婦人水中ウォーク（１Ｃ）10～12
バタフライ（1Ｃ）17～18

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

ＡＳＣウォーキング
（ＡＢ）13～15 19 木

20 金
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21
清水サッカースポーツ少年団（1/3）19～21

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
バダフライ（1Ｃ）16～17

福島県パークゴルフ協会連合会
9～12

福島県パークゴルフ協会連合
会（ＡＢ）9～12 20 金

21 土
田村高校ソフトテニス部（全）9～17 誠友ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）15～18 東北電力太鼓部鼓響会13～16

空手同好会突蹴会16～18
信夫中学校水泳部（2Ｃ）10～12

21 土

22 日
誠友ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（全）9～12
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）18～21

福島市水泳連盟（全）8～10
信陵中学校水泳部（3Ｃ）10～12 22 日

23 月
県北小学生インドアソフトテニス選手権大会（全）7～17
リベルタサッカースクール（1/3）17～19
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）18～20

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12
ASCラージ卓球（B)13～15

ASC水中（3Ｃ）10～12
23 月

24 火 24 火

25 水
吉井田小学校マーチングバンド部（全）14～18/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

福島県消防協会（全）13～17
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

福島医療生協（1Ｃ）14～15 第2回学警連定例会　第3回生指
協定例会9～17

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15 25 水

26 木
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19
ＮＦＣビバーチェ（1/2）19～21
ＮＦＣﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ（1/2）19～21

福島県消防協会（全）9～12/ASCラージ卓球（B)13～
15/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）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
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
（1室）10～12/13～15

ASC手芸
（ＡＢ）10～12 26 木

27 金
うつくしまふくしま第43回福島県小学生バレーボール選手権
大会兼第18回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会福
島県大会（準備）（全）18～21

うつくしまふくしま第43回福島県小学生バレーボール
選手権大会兼第18回全国スポーツ少年団バレーボー
ル交流大会福島県大会（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

うつくしまふくしま第43回福島県小学生バ
レーボール選手権大会兼第18回全国ス
ポーツ少年団バレーボール交流大会福島
県大会（準備）18～21

27 金

28 土

うつくしまふくしま第43回福島県小学生バレーボール選手権
大会兼第18回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会福
島県大会（全）7～21

うつくしまふくしま第43回福島県小学生バレーボール
選手権大会兼第18回全国スポーツ少年団バレーボー
ル交流大会福島県大会（全）7～21

空手同好会突蹴会16～18 なかよしスイミングクラブ（1Ｃ）19～20 うつくしまふくしま第43回福島県小学生バ
レーボール選手権大会兼第18回全国ス
ポーツ少年団バレーボール交流大会福島
県大会7～21

28 土

29 日

うつくしまふくしま第43回福島県小学生バレーボール選手権
大会兼第18回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会福
島県大会（全）7～18

うつくしまふくしま第43回福島県小学生バレーボール
選手権大会兼第18回全国スポーツ少年団バレーボー
ル交流大会福島県大会（全）7～18

福島市水泳連盟（全）8～10 うつくしまふくしま第43回福島県小学生バ
レーボール選手権大会兼第18回全国ス
ポーツ少年団バレーボール交流大会福島
県大会7～18

29 日

30 月
吉井田小学校マーチングバンド部（全）13～18/リベルタサッカース
クール（1/3）18～19/福島県立医科大学ハンドボール部（1/2）18～
20/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ.ＦＣ（1/2）19～21

リトルビクス（全）10～12
ASCラージ卓球（B)13～15

ASC健康体操＆ダンス13～15 11/30～12/11
シャワー改修工事のためお休み 30 月

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。 11月

床点検

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12月12日（土）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・陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室、庭球場（全面）、サイクル広場） ※10月18日現在（内容は変更することがあります）



2020年11月 11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 日

あづまの郷ウォーク大会(準備)
落ち葉プール（10/29～11/15）
(体育館入口前)9～16
イチョウ光のプロムナードライトアップ
（10/23～11/9）17～20（火曜日を除く）

民家園ふれあ
い祭り/劇団120
○EN公演

新谷杯争奪第15回日本木
球選手権大会
（ＡＣ面）9～13

五百陵クラブ9～12
吾妻ウォーリアーズ12～17
福島硬友クラブ(屋内1・3塁)10～13

トーホー産業(株)9～12 あづまの郷ウォーク大会(準備)9～21 芝養生のため利用不可
(トラック可)

1 日

2 月

あづまの郷ウォーク大会（準備）/鎌田小学校
(巨石)11:30～13（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）/瀬上小学
校（10/28予備日）/東和小学校（巨石、ﾄﾘﾑ）12
～14（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）/松川小学校（ﾋﾟｸﾆｯｸ広
場）11：30～13（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）/笹谷小学校
（ﾄﾘﾑ）9～11（雨天時体育館ﾎｰﾙ）

吾妻パークゴルフ愛好会
(AC面)9～11

グラウンド整備日 あづまDGP愛好会
10～12

あづまの郷ウォーク大会（準備）9～21 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)

2 月

3 火
「文化の日」
あづまの郷ウォーク大会

南東北病院運動部12～17 あづまの郷ウォーク大会6～17 第43回あづま総合運動公園庭球
場オープン記念ダブルス大会ジュ
ニアの部（10/25の予備日）

3 火

4 水
振替休園日 ニシスポーツ器具点検 ニシスポーツ器具点検

4 水

5 木
グラウンド整備日 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)
ニシスポーツ器具点検

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)
ニシスポーツ器具点検

紀伊国屋ＯＢ会（1面）13～17

5 木

6 金
セントベルジェ教会(イチョウ並木)11:30～
12:30/ほくしん保育園(木陰、巨石、ﾄﾘ
ﾑ)9:30～10:30

グラウンド整備日 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)
ニシスポーツ器具点検

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)
ニシスポーツ器具点検

紀伊国屋ＯＢ（1面）9～12

6 金

7 土
いいたてネットワーク
（イチョウ並木）10：30～11：30

吾妻パークゴルフ愛好会
(AC面)9～11

第2回ふくしまキッズベースボールフェスタ
7～15

コーキーズ（ソフトボール）
9～17

第12回いちい杯学童軟式野
球大会7～17

明治安田生命J3リーグ公式戦第26節「福島
ユナイテッドFC対SC相模原」(準備)9～21

芝養生のため利用不可
(トラック可)

福島STクラブ(3面)9～15
テニ研ジュニア(1面)9～12 7 土

8 日

㈱イトウトータルヘルスケア
（グラウンド・屋内両塁）10～15

第34回県北軟式野球選手権
大会7～17

明治安田生命J3リーグ公式戦第26節「福島
ユナイテッドFC対SC相模原」7～17

芝養生のため利用不可
(トラック可)

テニ研ジュニア(2面)9～12(1面)13
～16/オーストリッチTC(1面)9～
12/ＮＦＣﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞﾃﾆｽ部（1
面）9～12

8 日

9 月

森合小学校(巨石、ﾄﾘﾑ)10～13：40（雨天
時ｷﾞｬﾗﾘｰ）/内郷第一中学校（木陰、巨
石、ﾄﾘﾑ、ｻｲｸﾙ）12～15/セントベルジェ
教会（11/6予備日）

あづまDGP愛好会
(A面)10～12

グラウンド整備日 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)

9 月

10 火
スコアボード点検

10 火

11 水
スコアボード点検/グラウンド整備日 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) 11 水

12 木
佐原小学校マラソン記録会
(イチョウ並木)9～12

佐原小学校マラソン記録会
9～12

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 木

13 金
ｱﾆｴｽ郡山（イチョウ並木）13～14/川俣小
学校（ｻｲｸﾙ）9：30～11（木陰）11～11：30
（ﾄﾘﾑ）11：30～14（雨天時体育館ﾎｰﾙ）

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) 13 金

14 土

福島レッズベースボールクラブ9～17/サイトウ
様（屋内両塁）19～21（グラウンド）20～21

小中学生サテライトリーグ
9～17

レトラーダ福島ＪＦＣ
9～16

芝養生・作業のため利用不可
(トラック作業優先)
緑の総合講座「植物の土壌講座」
(会議室③)9～17

芝養生のため利用不可
(トラック可)

福島STクラブ(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)13～16 14 土

15 日

第8回マンスリーディスクゴルフ大会
（スポイベ法面）9～12

令和2年度県歯親善野球大会
9～16

小中学生サテライトリーグ
9～17

第34回県北軟式野球選手権
大会7～17

第8回マンスリーディスク
ゴルフ大会9～12

とうほう・みんなの陸上教室7～15 芝養生のため利用不可
(トラック可)

オーストリッチTC(1面)9～12/テニ
研ジュニア(2面)9～12(1面)13～
16/信夫中学校ソフトテニス部（3
面）12～15

15 日

16 月
森合小学校（巨石、ﾄﾘﾑ）11～13
（雨天時体育館ﾎｰﾙ）

森合小学校
13～14

グラウンド整備日 あづまDGP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)

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) 16 月

17 火
明治安田生命J3リーグ公式戦第28節「福島
ユナイテッドFC対YSCC横浜」(準備)9～21 17 火

18 水
グラウンド整備日 明治安田生命J3リーグ公式戦第28節「福島

ユナイテッドFC対YSCC横浜」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) 18 水

19 木
佐原小学校(11/12予備日) 福島リトルシニア保護者会

(屋内1塁)19～21
佐原小学校マラソン記録会（11/12予備日） 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) 19 木

20 金
ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

アシックスランニング教室
（準備）7～21

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 金

21 土
片岡様10～16 小中学生サテライトリーグ

9～17
信陵中学校野球部保護者会
9～17

アシックスランニング教室
7～21

芝養生のため利用不可
(トラック可)

テニ研ジュニア(2面)9～12
ＦＧテニス班（2面）9～12 21 土

22 日

片岡様10～16
福島硬友クラブ(屋内両塁)10～13

小中学生サテライトリーグ
9～17

第34回県北軟式野球選手権
大会7～17

レトラーダ福島ＪＦＣ
9～16

アシックスランニング教室
（予備日）

芝養生のため利用不可
(トラック可)

テニ研ジュニア(2面)9～12(1面)13
～16/FGテニス班(2面)9～12/信
夫中学校ソフトテニス部（3面）12
～15

22 日

23 月
「勤労感謝の日」 片岡様10～16 小中学生サテライトリーグ

9～17
第34回県北軟式野球選手権
大会7～17

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)

芝養生のため利用不可
(トラック可)

テニ研ジュニア(2面)9～12、13～
16/ASCテニス(2面)10～12 23 月

24 火 24 火

25 水
グラウンド整備日 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)
福島県消防協会（会議室①②）9～12

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) 25 水

26 木
グラウンド整備日
福島リトルシニア保護者会
(屋内1塁)19～21

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)
福島県消防協会（会議室①②）13～17

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) 26 木

27 金
グラウンド整備日 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) 27 金

28 土
泉若杉少年会9～12
緑の総合講座「植物の冬越し、植え替え講座」
(会議室3塁)9～17

小中学生サテライトリーグ
9～17

明治安田生命J3リーグ公式戦第30節「福島
ユナイテッドFC対アスルクラロ沼津」(準備)9
～21

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STクラブ(2面)9～12
テニ研ジュニア(2面)9～12 28 土

29 日
体験行事「わら
細工」10～15

川俣中学校野球部保護者会9～12
福島アントラーズ12～15

小中学生サテライトリーグ
9～17

トーホー産業(株)9～12 明治安田生命J3リーグ公式戦第30節「福島
ユナイテッドFC対アスルクラロ沼津」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)

テニ研ジュニア(2面)9～12/ＮＦＣ
ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞテニス部（1面）9～
12

29 日

30 月
清水小学校
(体育館ﾎｰﾙ）)11:30～12：30

あづまDGP愛好会
(A面)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)

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) 30 月

あづま総合運動公園月間行事予定表 ＴＥＬ　０２４-５９３-１１１１

★次回サービスデーは12月12日（土）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・陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室、庭球場（全面）、サイクル広場） ※10月19日17時現在（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。 11月
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