
2021 5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24回JABA福島市長杯争
奪野球大会6～19

小中学生サテライトリーグ
9～16

令和3年度福島県還暦軟式野
球リーグ戦（Ⅰ部）7～16

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）

オリンピック制限～9/29 オリンピック制限～9/29 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/福島STクラブ
(2面)9～12/清陵情報高校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部（3
面）9～13（4面）13～15/福島東高校ﾃﾆｽ
部（3面）12～16

1 土

2 日
第24回JABA福島市長杯争
奪野球大会6～19

小中学生サテライトリーグ
9～16

令和3年度福島県還暦軟式野
球リーグ戦（Ⅰ部）（予備日）

芝養生作業のため利用不可
（トラック可）

福島県アーチェリー協会春季
合宿9～17

テニ研ジュニア(3面)9～11（2面）11～12/
小澤様（1面）9～12 2 日

3 月
「憲法記念日」 福島市小鳥の

森共催事業
10～14

第24回JABA福島市長杯争
奪野球大会（予備日）

第75回国民体育大会軟式野
球競技県北予選
7～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）

福島県アーチェリー協会春季
合宿9～17

第10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）7～17

3 月

4 火
「みどりの日」 一財）日本リトルシニア中学

硬式野球協会東北連盟第44
回春季東北大会7～17

第75回国民体育大会軟式野
球競技県北予選
7～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）

福島県アーチェリー協会春季
合宿9～16

第10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 火

5 水
「こどもの日」
☆サービスデー

年中行事「端
午の節句田お
こし」10～12

一財）日本リトルシニア中学
硬式野球協会東北連盟第44
回春季東北大会8～18

第75回国民体育大会軟式野
球競技県北予選
7～17

☆サービスデー
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）

☆サービスデー

5 水

6 木 振替休園日 オリンピック制限～9/29 6 木

7 金
管理課作業優先 グラウンド整備 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）

テニ研ジュニア(2面)9～12
7 金

8 土
吾妻パークゴルフ愛好会(AC面)9
～11/第37回福島支部木球大会
（準備）（全面）15～17

小中学生サテライトリーグ
9～17

第75回国民体育大会軟式野
球競技県北予選7～17

会津ドローン愛好会福
島支部10～13/レトラー
ダ福島ＪＦＣ13～16

福島県サッカー協会（準備） ﾃﾆ研ｼﾞｭﾆｱ(1面)9～12(2面)13～16/福島
STｸﾗﾌﾞ(2面)9～12/福島西高校女子ｿﾌﾄﾃ
ﾆｽ部保護者会(4面)9～17

8 土

9 日
第37回福島支部木球大会
（全面）8～13

小中学生サテライトリーグ
9～17

第75回国民体育大会軟式野
球競技県北予選7～17

レトラーダ福島ＪＦＣ
13～16

福島県サッカー協会 県北地区高体連ラグビー専門
部ラグビー教室8～17

ｵｰｽﾄﾘｯﾁTC(1面)9～12/ﾃﾆ研ｼﾞｭﾆｱ(2
面)9～12/福島西高校女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ部保
護者会(4面)9～17/ﾌﾗｲﾃﾞｰ(1面)12～14

9 日

10 月
あづまＤＧＰ愛好会
（木陰広場）10～12

管理課作業優先 グラウンド整備 ASC生き生き13～15/
ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ16
～19

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）

ＡＳＣテニス（3面）10～12

10 月

11 火 福島ユナイテッドＦＣ（仮） 11 火

12 水
管理課作業優先 グラウンド整備 福島ユナイテッドＦＣ（仮）

福島リトルシニアチーム
（室内走路）19～21

12 水

13 木
管理課作業優先 ASC生き生き10～12 第64回福島県中学校体育大会県

北地区予選大会（陸上競技）
6～21

13 木

14 金
第14回野田ｸﾗﾌﾞｵｰﾌﾟﾝ木球大会兼
第9回亀岡よしたみ杯木球大会（準
備）（ＡＣ面）16～17

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

第64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

14 金

15 土

第14回野田クラブオープン木球大
会兼第9回亀岡よしたみ杯木球大
会（ＡＣ面）9～13/信陵パークゴル
フクラブ（Ａ面）13～16

松韻学園福島高等学校ラグ
ビー部9～17

高円宮賜杯（第41回）全日本
学童軟式野球大会県北予選
7～17

レトラーダ福島ＪＦＣ9
～12/福島愛犬トレー
ナーズクラブ訓練競
技会（準備）14～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）

福島県高等学校体育大会県
北地区大会アーチェリー競技
7～17

第56回県北高等学校体育大会兼第67回
福島県高等学校体育大会県北地区予選
ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技（全面）8～17 15 土

16 日
年中行事「田
植え」10～12

第2回マンスリーディスクゴルフ大
会（D面）9～12

松韻学園福島高等学校ラグ
ビー部9～17

高円宮賜杯（第41回）全日本
学童軟式野球大会県北予選
7～17

福島愛犬トレーナー
ズクラブ訓練競技会6
～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック可）

第47回福島県アーチェリー協
会長杯（第76回国民体育大会
第1次予選会）8～18

第56回県北高等学校体育大会兼第67回
福島県高等学校体育大会県北地区予選
ソフトテニス競技（全面）8～17

16 日

17 月
あづまDGP愛好会(A面)10～12 グラウンド整備 ASC生き生き13～15/

ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ16
～19

第64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）

第56回県北高等学校体育大会兼第67回
福島県高等学校体育大会県北地区予選
ソフトテニス競技（全面）8～17

17 月

18 火
令和3年度第44回福島市小学校
鼓笛パレード（準備）13～17

第56回県北高等学校体育大会兼第67回
福島県高等学校体育大会県北地区予選
ソフトテニス競技（予備日）

18 火

19 水
令和3年度第44回福島市小
学校鼓笛パレード7～17

令和3年度第44回福島市小学校
鼓笛パレード6～18 19 水

20 木
令和3年度第44回福島市小
学校鼓笛パレード（予備日）

めばえ幼稚園
9～12

ASC生き生き10～12 令和3年度第44回福島市小学校
鼓笛パレード（予備日）

ＡＳＣテニス（2面）10～12
20 木

21 金
あいあい保育所(全面)9～11 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） 21 金

22 土
（園路）福島・あづま総
合運動公園 Trial
Marathon（準備）

令和3年度パークゴルフ指導者認
定講習会（全面）11～16

小中学生サテライトリーグ
9～17

第74回福島県総合体育大会ラ
グビーフットボール競技（少年
の部開会式1回戦）7～17

福島・あづま総合運動公園 Trial
Marathon（準備）13～21

第74回福島県総合体育大会ラ
グビーフットボール競技（少年
の部開会式1回戦）7～17

ﾃﾆ研ｼﾞｭﾆｱ(1面)9～12(2面)13～16/福島
STｸﾗﾌﾞ(2面)9～12/福島西高校女子ｿﾌﾄﾃ
ﾆｽ部保護者会(4面)9～17

22 土

23 日

（園路）福島・あづま総
合運動公園 Trial
Marathon

小中学生サテライトリーグ
9～17

第74回福島県総合体育大会ラ
グビーフットボール競技（少年
の部開会式1回戦）7～17

福島・あづま総合運動公園 Trial
Marathon8～16

第74回福島県総合体育大会ラ
グビーフットボール競技（少年
の部開会式1回戦）7～17

ｵｰｽﾄﾘｯﾁTC(1面)9～12/ﾃﾆ研ｼﾞｭﾆｱ(2
面)9～12/福島西高校女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ部保
護者会(4面)9～17/ﾌﾗｲﾃﾞｰ(1面)12～14/
ﾅｲｽﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ(1面)14～17

23 日

24 月

あづまＤＧＰ愛好会
（木陰広場）10～12

管理課作業優先 グラウンド整備 ASC生き生き13～15/
ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ16
～19

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）
視察15～16/みどりの教室（ハーブ）
(会議室全室)9～12

ＡＳＣテニス（3面）10～12

24 月

25 火 福島ユナイテッドＦＣ（仮） 25 火

26 水
管理課作業優先 グラウンド整備 福島ユナイテッドＦＣ（仮）

福島リトルシニアチーム
（室内走路）19～21

26 水

27 木
管理課作業優先 めばえ幼稚園

9～12
ASC生き生き10～12 第67回福島県高等学校体育大会

陸上競技7～18
第12回あづま運動公園杯テニス交流大会
（全面）7～17 27 木

28 金
管理課作業優先 ＡＳＣＧＧ愛好会

13～15
第67回福島県高等学校体育大会
陸上競技7～18

第12回あづま運動公園杯テニス交流大会
（予備日） 28 金

29 土

信陵パークゴルフクラブ
（Ａ面）9～12

小中学生サテライトリーグ
9～17

第74回福島県総合体育大会ラ
グビーフットボール競技（少年
の部2回戦）7～17

第67回福島県高等学校体育大会
陸上競技7～18

第74回福島県総合体育大会ラ
グビーフットボール競技（少年
の部2回戦）7～17

☆早朝営業日☆
ﾃﾆ研ｼﾞｭﾆｱ(1面)9～12(2面)13～16/福島
西高校女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ部保護者会(4面)9～
17/ﾅｲｽﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ(1面)14～17

29 土

30 日

年中行事「む
けの朔日」10
～12

小中学生サテライトリーグ
9～17

第74回福島県総合体育大会ラ
グビーフットボール競技（少年
の部2回戦）7～17

第67回福島県高等学校体育大会
陸上競技7～18

第74回福島県総合体育大会ラ
グビーフットボール競技（少年
の部2回戦）7～17

☆早朝営業日☆
ｵｰｽﾄﾘｯﾁTC(1面)9～12/ﾃﾆ研ｼﾞｭﾆｱ(2
面)9～12/福島西高校女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ部保
護者会(4面)9～17/ﾌﾗｲﾃﾞｰ(1面)12～14/
ﾅｲｽﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ(1面)14～17

30 日

31 月
あづまDGP愛好会(A面)10～12 グラウンド整備 ASC生き生き13～15/

ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ16
～19

第67回福島県高等学校体育大会
陸上競技7～18 31 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5月5日（水）「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） 5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。 ※4月22日12時現在（内容は変更することがあります）



2021 5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
第17回うつくしまスプリングカップ（準備）（全）19～21 臼井様（半）9～13

8ｂａｌｌｅｒｓ（全）18～21
空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ18～21

福島県水泳連盟国体強化合宿
（全）7～10（4Ｃ）14～19
信夫中学校水泳部（2Ｃ）10～12

1 土

2 日
第17回うつくしまスプリングカップ（全）7～18/第6回渡利
カップ東日本中学校バスケットボール大会（全）18～21

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/スペシャルオリンピックス日
本・福島（全）13～16/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）16～18/第6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）18～21

福島県水泳連盟国体強化合宿
（全）7～10（4Ｃ）10～12、14～19
信夫中学校水泳部（2Ｃ）10～12

第6回渡利カップ東日本中学校バ
スケットボール大会（準備）
（2室）18～21

2 日

3 月
第6回渡利カップ東日本中学校バスケットボール大会
（全）8～21

第6回渡利カップ東日本中学校バスケットボール大会
（全）8～21

福島県水泳連盟国体強化合宿
（全）7～10（4Ｃ）14～19

第6回渡利カップ東日本中学校バ
スケットボール大会
（2室）8～21

3 月

4 火
第6回渡利カップ東日本中学校バスケットボール大会
（全）8～19

第6回渡利カップ東日本中学校バスケットボール大会
（全）8～21

福島県水泳連盟国体強化合宿
（全）7～10（4Ｃ）14～19

第6回渡利カップ東日本中学校バ
スケットボール大会（2室）8～21 4 火

5 水
学法福島高校女子ハンドボール部（半面）9～17 新体操愛好会（半）12～17 ☆サービスデー ☆サービスデー

福島県水泳連盟国体強化合宿
（全）7～10（4Ｃ）14～19

第6回渡利カップ東日本中学校バ
スケットボール大会
（2室）8～19

5 水

6 木 振替休園日 6 木

7 金
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21 ASC３リズムビクス10～12/ASC太極拳

13～15/ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～
16/福島東高校ダンス部16～21

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

7 金

8 土
第67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）8～21

福島成蹊高校バドミントン部（全）9～13
杉妻ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）13～18
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）18～21

福島東高校ダンス部
9～21

なかよしスイミングクラブ
（2Ｃ）19～20
信夫中学校水泳部（2Ｃ）10～12

8 土

9 日
第67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）8～21

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
大森ＣＡＧＥＲ（全）16～18

サンヨー会10～12
福島東高校ダンス部12～17

ＮＦＣビバーチェ
18～21

福島東高校ダンス部
（2室）9～12 9 日

10 月
第67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）8～16/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21/
オールバレックス（1/3面）19～21

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

健康づくり教室「はじめてのフラダンス
教室」9～12/ASC健康体操＆ダンス13
～15

ASC水中（2C）10～12
ワンポイント水泳教室（2Ｃ）15～17

カルチャー教室「はじめての大正
琴」（2室）13～16

ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 10 月

11 火
第67回福島県高等学校体育大会バドミントン競技県北地
区予選（全）8～21

第67回福島県高等学校体育大会バドミントン競技県北
地区予選（全）8～21 11 火

12 水
第67回福島県高等学校体育大会バドミントン競技県北地
区予選（全）8～21

第67回福島県高等学校体育大会バドミントン競技県北
地区予選（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）10～11 ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

健康づくり教室「ピルビスワー
ク」（2室）13～16 12 水

13 木
第67回福島県高等学校体育大会バドミントン競技県北地
区予選（全）8～21

第67回福島県高等学校体育大会バドミントン競技県北
地区予選（全）8～21

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「ヨガプラクティス」17～21

ASC水中（2C）10～12、15～17/新婦人水中
ウォーキング（1Ｃ）10～12/イルカサークル（1
Ｃ）14～15/バフタラン（1Ｃ）17～18

ASCパソコン教室（1室）10～12、
13～15/カルチャー教室「フラワー
ボックス」（1室）13～16

ASCウォーキング
（2室）13～15 13 木

14 金

オーパーツカップ南東北フットサルリーグFS
（準備）（全）18～21

大森ＣＡＧＥＲ（全）17～19 ASCリズムビクス10～12
ASC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16

ワンポイント水泳教室（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/
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）18～20

ＡＳＣ総会
11～13

カルチャー教室「プリザーブドフラ
ワー」（2室）13～16 14 金

15 土
オーパーツカップ南東北フットサルリーグFS
（全）9～21

渡利ドッジボールクラブ（全）13～15
誠友ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）15～18
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）18～21

東北電力太鼓部鼓響会13～16
空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ18～21

信夫中学校水泳部（2Ｃ）10～12

15 土

16 日
オーパーツカップ南東北フットサルリーグFS
（全）9～19

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/大森ＣＡＧＥＲ（全）12～15/誠
友ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）15～18/Ａ
-ＢＢＣ（半）18～21/みなみクラブ（半）18～21

福島県武術太極拳連盟公認普及指導
員認定13～17

県北小学生バレーボール連
盟17～21

福島県武術太極拳連盟公認普及
指導員認定（2室）9～13

福島県武術太極拳連盟公認
普及指導員認定（2室）9～13 16 日

17 月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21 リトルビクス（全）10～12/ASCラージ卓球（B）13～15/こ

みち体操クラブ（全）18～20
ASCフラダンス13～15 ASC水中（2C）10～12 カルチャー教室「ｱﾛﾏｽﾌﾟﾚｰとﾜｯｸｽ

ｻｼｭづくり」（2室）9～12
ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 17 月

18 火 18 火

19 水
ＡＳＣパソコン教室（多目的室2室）10～12、13～15
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）18～20
シャトルスタターズ（半）20～21

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

総務課（2室）9～17

19 水

20 木
めばえ幼稚園（全）9～12
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（B）13～15
鳥川ライジングファルコン（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
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/カルチャー教室「お家快適
空間化計画」（1室）9～12

ASCウォーキング
（2室）13～15 20 木

21 金

鳥谷野保育園（全）10～12
鳥川バスケットボールスポーツ少年団（半面）16～19
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

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リズムビクス10～12
ASC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16

ワンポイント水泳教室（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/
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）18～20

健康づくり教室「はじめての日
本舞踊」（2室）13～16 21 金

22 土
第18回県北協会長杯（ハンドボール）
（全）9～21

誠友ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）15～18
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）18～21

空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ18～21

福島県水泳連盟（全）7～10（4Ｃ）15～
18/信夫中学校水泳部（2Ｃ）10～12/な
かよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

令和3年度パークゴルフ指導
者認定講習会9～12

令和3年度パークゴルフ指導者認
定講習会（2室）8～12 22 土

23 日
第18回県北協会長杯（ハンドボール）（全）9～18/荒井ミニ
バスケットボールスポーツ少年団男子（1/3面）18～20

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/みなみクラブ（半）16～20

福島県水泳連盟
（全）7～10（4Ｃ）15～18 23 日

24 月
西部三育幼稚園（全）9～15
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

ASCラージ卓球（B）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（2C）10～12
ワンポイント水泳教室（2Ｃ）15～17

カルチャー教室「吉祥花文字教室」
（2室）13～16

ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 24 月

25 火 25 火

26 水
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
南福島アウルズ（半面）19～21

こみち体操クラブ（全）18～20
シャトルスタターズ（半）20～21

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）10～11 株式会社クラシマ
12～17

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15 26 水

27 木
めばえ幼稚園（全）9～12
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（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
（2室）10～12 27 木

28 金
令和3年度福島県高等学校体育大会体操競技・新体操
（全）8～21

令和3年度福島県高等学校体育大会体操競技・新体操
（全）8～21

ASCリズムビクス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

令和3年度福島県高等学校体
育大会体操競技・新体操
8～21

令和3年度福島県高等学校体育大
会体操競技・新体操（2室）8～21

令和3年度福島県高等学校体
育大会体操競技・新体操
（2室）8～21

28 金

29 土
令和3年度福島県高等学校体育大会体操競技・新体操
（全）8～21

令和3年度福島県高等学校体育大会体操競技・新体操
（全）8～21

空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ18～21

小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12 令和3年度福島県高等学校体育
大会体操競技・新体操8～21

令和3年度福島県高等学校体育大会
体操競技・新体操（2室）8～21

令和3年度福島県高等学校体育大
会体操競技・新体操（2室）8～21 29 土

30 日
令和3年度福島県高等学校体育大会体操競技・新体操
（全）8～21

令和3年度福島県高等学校体育大会体操競技・新体操
（全）8～21

小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12 令和3年度福島県高等学校体育
大会体操競技・新体操8～21

令和3年度福島県高等学校体育大会
体操競技・新体操（2室）8～21

令和3年度福島県高等学校体育大
会体操競技・新体操（2室）8～21 30 日

31 月
みなみクラブブ（1/3面）18～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

ASCラージ卓球（B）13～15
こみち体操クラブ（全）18～20

ASCフラダンス13～15 ASC水中（2C）10～12 31 月

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5月5日（水）「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） ※4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。 5月



2021 6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 火
オリンピック制限～9/29 第64回福島県中学校体育

大会福島支部予選大会（軟
式野球競技）7～17

第64回福島県中学校体育
大会福島支部予選大会
（軟式野球競技）7～17

オリンピック制限～9/29 オリンピック制限～9/29

1 火

2 水

荒井小学校(トリム・サイク
ル)9:20～11:50(5/28の予備
日）

第64回福島県中学校体育
大会福島支部予選大会（軟
式野球競技）7～17

第64回福島県中学校体育
大会福島支部予選大会
（軟式野球競技）7～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）
ＡＳＣパソコン教室
（会議室③）10～12、13～15

2 水

3 木
ASC生き生き(木陰広
場）)10～12(PG)/本田様
（中央広場）13：30～14：30

めばえ幼稚園遠足
(全面)9～12

第74回福島県総合体育大会ラグ
ビーフットボール競技（少年の部
準決勝シード決定戦決勝）8～17

第64回福島県中学校体育
大会福島支部予選大会（軟
式野球競技）7～17

第64回福島県中学校体育
大会福島支部予選大会
（軟式野球競技）7～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）

第74回福島県総合体育大会ラグ
ビーフットボール競技（少年の部準
決勝シード決定戦決勝）8～17

3 木

4 金
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）

第74回福島県総合体育大会ラグ
ビーフットボール競技（少年の部準
決勝シード決定戦決勝）8～17

福島成蹊高校テニス部
（4面）9～11 4 金

5 土

「あづま香りのバラ園まつ
り」9～16

「縁側の山野草
展・即売会」
9：30～16

小中学生サテライトリーグ
9～17

第43回全国スポーツ少年団
交流学童軟式野球大会
7～17

明治安田生命J3リーグ第10節
「福島ユナイテッドＦＣ対ＦＣ岐
阜」（準備）7～18

第74回福島県総合体育大会ラグ
ビーフットボール競技（少年の部準
決勝シード決定戦決勝）8～17

※早朝営業日
福島STクラブ(3面)9～15/佐藤
テニスクラブ（1面）9～12/テニ
研ジュニア(2面)9～12、13～16

5 土

6 日
「あづま香りのバラ園まつ
り」9～16

「縁側の山野草
展・即売会」
9：30～16

第3回マンスリーディスクゴルフ
大会（D面）9～12

小中学生サテライトリーグ
9～17

第43回全国スポーツ少年団
交流学童軟式野球大会
7～17

明治安田生命J3リーグ第10節
「福島ユナイテッドＦＣ対ＦＣ岐
阜」7～18

第74回福島県総合体育大会ラグ
ビーフットボール競技（成年の部
リーグ戦）7～17

※早朝営業日
オーストリッチTC
(1面)9～12

6 日

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

オリンピック制限～9/15 オリンピック制限～9/15 オリンピック制限～9/29 オリンピック制限～8/13 オリンピック制限～8/13
7 月

8 火 8 火

9 水
吾妻パークゴルフ愛好会
(AC面)9～11 9 水

10 木
ASC生き生き
（A面）10～12 10 木

11 金
庭坂小学校（トリム、巨石、
木陰）8：45～11：30 11 金

12 土

あづまパークゴルフ愛好会(AC
面)9～11/第27回福島市民ス
ポーツレクリエーション祭（木
球）（準備）（全面）15～17

第74回福島県総合体育大会ラグ
ビーフットボール競技（成年の部
リーグ戦）7～17 12 土

13 日
体験行事「子供
の遊び」10～12

第27回福島市民スポーツレクリ
エーション祭（木球）
（全面）8～14

第74回福島県総合体育大会ラグ
ビーフットボール競技（成年の部
リーグ戦）7～17

13 日

14 月
あづまDGP愛好会(A面)10～12
ASC生き生き（A面）13～15 14 月

15 火 15 火

16 水
福島文化笹谷幼稚園（トリ
ム）10～11：15

松韻学園福島高等学校ラグビー部
8～12 16 水

17 木
ASC生き生き
（A面）10～12 17 木

18 金
庭坂小学校6/11の予備日

18 金

19 土
信陵パークゴルフクラブ
(Ａ面)9～12

第47回福島県ターゲットアーチェ
リー選手権大（第76回国民体育大
会第2次予選会）8～18

19 土

20 日
第26回福島市民スポーツ・レク
リエーション祭ディスクゴルフ大
会（CD面）10～15

第47回福島県ターゲットアーチェ
リー選手権大（第76回国民体育大
会第2次予選会）8～18

20 日

21 月
あづまDPG愛好会(A面)10～12
ASC生き生き（A面）13～15 21 月

22 火 22 火

23 水 23 水

24 木
ASC生き生き（A面）10～12

24 木

25 金 25 金

26 土
県北高体連ラグビー専門部ラグ
ビー教室8～17 26 土

27 日
第74回福島県総合体育大会ラグ
ビーフットボール競技（成年の部
リーグ戦）7～17

27 日

28 月
あづまDGP愛好会(A面)10～12
ASC生き生き（A面）13～15 28 月

29 火 29 火

30 水
吾妻パークゴルフ愛好会
(AC面)9～11 30 水

6月

あづま総合運動公園月間行事予定表 ＴＥＬ　０２４-５９３-１１１１

※5月22日11時現在（内容は変更することがあります）

★次回サービスデーは8月22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）
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。



2021 6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 火 1 火

2 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）18～20
シャトルスターズ（半）20～21

ASCストレッチヨガ10～12/ASC健康ビ
クス13～15/ジャド卓球クラブ19～21 2 水

3 木
ＡＳＣパソコン教室（多目的室2室）10～12、13～15
めばえ幼稚園（雨天時）（全）9～12
小学生ハンドボール体験会（全）19～21

ASCラージ卓球（B面）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/ヨ
ガプラクティス17～21

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

風俗営業管理者に対する法令
講習12～17

ASCウォーキング
（2室）13～15 3 木

4 金
第67回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技
（全）9～21

第67回福島県高等学校体育大会ハンドボール
競技（全）9～21

ASCリズムビクス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

第67回福島県高等学校体育
大会ハンドボール競技9～21

経営企画課（2室）13～17

4 金

5 土
第67回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技
（全）9～21

第67回福島県高等学校体育大会ハンドボール
競技（全）9～21

福島県剣道連盟福島支部9～12
空手同好会突蹴会16～18

小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12
信夫中学校水泳部（2Ｃ）13～15
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

第67回福島県高等学校体育
大会ハンドボール競技9～21 5 土

6 日
第67回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技
（全）9～21

第67回福島県高等学校体育大会ハンドボール
競技（全）9～21

福島陳家溝太極拳道友会9～13 小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12
北信中学校水泳部（4Ｃ）13～15

第67回福島県高等学校体育
大会ハンドボール競技9～21 6 日

7 月
第67回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技
（全）9～18/ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21/ＩＮＮＯＶＡＴ
ＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

第67回福島県高等学校体育大会ハンドボール
競技（全）9～18

ASCフラダンス10～12 ASC水中（2C）10～12
ワンポイント水泳教室（2Ｃ）15～17

第67回福島県高等学校体育
大会ハンドボール競技9～18

経営企画課（2室）13～17 ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 7 月

8 火
第74回福島県総合体育大会バドミントン競技県北地区予選
（全）8～21

第74回福島県総合体育大会バドミントン競技県北地
区予選（全）8～21 8 火

9 水
第74回福島県総合体育大会バドミントン競技県北地区
予選（全）8～21

第74回福島県総合体育大会バドミントン競技県
北地区予選（全）8～21

ASCストレッチヨガ10～12/ASC健康ビ
クス13～15/ジャド卓球クラブ19～21

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15 9 水

10 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（B面）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
バタフライ（1Ｃ）17～18

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

石田小学校（雨天時）
（2室）10～13 10 木

11 金

令和3年度福島県高等学校体育大会バスケットボール
競技（準備）（全）13～21

令和3年度福島県高等学校体育大会バスケット
ボール競技（準備）（全）13～21

ASCリズムビクス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/ワンポイント水
泳教室（2Ｃ）10～12/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

令和3年度福島県高等学校体
育大会バスケットボール競技
（準備）13～21

令和3年度福島県高等学校体育
大会バスケットボール競技（準
備）（2室）13～21

令和3年度福島県高等学校体
育大会バスケットボール競技
（準備）（2室）13～21 11 金

12 土

令和3年度福島県高等学校体育大会バスケットボール
競技（全）9～21

令和3年度福島県高等学校体育大会バスケット
ボール競技（全）9～21

福島県剣道連盟福島支部9～12
空手同好会突蹴会16～18
福島陳家溝太極拳道友会19～21

福島県水泳連盟（全）7～10（4Ｃ）15～18
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12
信夫中学校水泳部（2Ｃ）13～15
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

令和3年度福島県高等学校体
育大会バスケットボール競技
9～21

令和3年度福島県高等学校体育
大会バスケットボール競技
（2室）9～21

令和3年度福島県高等学校体
育大会バスケットボール競技
（2室）9～21 12 土

13 日
令和3年度福島県高等学校体育大会バスケットボール
競技（全）9～21

令和3年度福島県高等学校体育大会バスケット
ボール競技（全）9～21

サンヨー会10～12 福島県水泳連盟（全）7～10（4Ｃ）15～18
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12

令和3年度福島県高等学校体
育大会バスケットボール競技
9～21

令和3年度福島県高等学校体育
大会バスケットボール競技
（2室）9～21

令和3年度福島県高等学校体
育大会バスケットボール競技
（2室）9～21

13 日

14 月
令和3年度福島県高等学校体育大会バスケットボール
競技（全）9～21

令和3年度福島県高等学校体育大会バスケット
ボール競技（全）9～21

ASC健康体操＆ダンス13～15
ジャド卓球クラブ19～21

ASC水中（2C）10～12 令和3年度福島県高等学校体育
大会バスケットボール競技
9～21

令和3年度福島県高等学校体育大会
バスケットボール競技
（2室）9～21

令和3年度福島県高等学校体育
大会バスケットボール競技（2室）9
～21

14 月

15 火
令和3年度福島県高等学校体育大会バスケットボール
競技（全）9～19

令和3年度福島県高等学校体育大会バスケット
ボール競技（全）9～19

令和3年度福島県高等学校体育
大会バスケットボール競技9～16

令和3年度福島県高等学校体育大会
バスケットボール競技（2室）9～19

令和3年度福島県高等学校体育
大会バスケットボール競技（2室）9
～19

15 火

16 水
大森ＣＡＧＥＲ（1/3面）17～19
あづまガールズサッカー体験会（全）19～21

こみち体操クラブ（全）18～20
シャトルスターズ（半）20～21

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 16 水

17 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（B面）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
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x
（2室）13～15 17 木

18 金
第21回全国障害者スポーツ大会車いすバスケットボー
ル競技北海道・東北ブロック予選会（全）12～21

第21回全国障害者スポーツ大会車いすバス
ケットボール競技北海道・東北ブロック予選会
（全）12～21

ASCリズムビクス10～12/第21回全国障害
者スポーツ大会車いすバスケットボール競
技北海道・東北ブロック予選会12～21

ワンポイント水泳教室（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

第21回全国障害者スポーツ大会
車いすバスケットボール競技北海
道・東北ブロック予選会12～21

第21回全国障害者スポーツ大会車
いすバスケットボール競技北海道・
東北ブロック予選会（2室）12～21

第21回全国障害者スポーツ大会
車いすバスケットボール競技北海
道・東北ブロック予選会（2室）12～
21

18 金

19 土
第21回全国障害者スポーツ大会車いすバスケットボー
ル競技北海道・東北ブロック予選会（全）9～21

第21回全国障害者スポーツ大会車いすバス
ケットボール競技北海道・東北ブロック予選会
（全）9～21

第21回全国障害者スポーツ大会車い
すバスケットボール競技北海道・東北
ブロック予選会9～21

なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20 第21回全国障害者スポーツ大会
車いすバスケットボール競技北海
道・東北ブロック予選会9～21

第21回全国障害者スポーツ大会車
いすバスケットボール競技北海道・
東北ブロック予選会（2室）9～21

第21回全国障害者スポーツ大会
車いすバスケットボール競技北海
道・東北ブロック予選会（2室）9～
21

19 土

20 日
第21回全国障害者スポーツ大会車いすバスケットボー
ル競技北海道・東北ブロック予選会（全）9～16/大森Ｃ
ＡＧＥＲ（1/3面）16～18/みなみクラブ（1/3面）16～20

第21回全国障害者スポーツ大会車いすバス
ケットボール競技北海道・東北ブロック予選会
（全）9～16/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）16～18

第21回全国障害者スポーツ大会車い
すバスケットボール競技北海道・東北
ブロック予選会9～16

第21回全国障害者スポーツ大会
車いすバスケットボール競技北海
道・東北ブロック予選会9～16

第21回全国障害者スポーツ大会車
いすバスケットボール競技北海道・
東北ブロック予選会（2室）9～16

第21回全国障害者スポーツ大会
車いすバスケットボール競技北海
道・東北ブロック予選会（2室）9～
16

20 日

21 月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21 ASCラージ卓球（B）13～15

ジャド卓球クラブ（全）19～21
ASCフラダンス10～12 ASC水中（2C）10～12 ＡＳＣ理事会（2室）13～15 ASCリラックスヨガ

（2室）13～15 21 月

22 火 22 火

23 水
施設管理課（多目的室全室）9～18/大森ＣＡＧＥＲ（1/3面）17
～19/南福島アウルズ（半面）19～21/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ
（半面）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
ジャド卓球クラブ19～21

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15 23 水

24 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

福島市立福島養護学校（全）10～12
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（2C）10～12、15～17/大笹生支援学
校（2Ｃ）10～12/福島養護学校（2Ｃ）14～16/バ
タフライ（1Ｃ）17～18

みどりの教室「剪定ばさみの刃
研ぎ講座」（2室）9～12

ASC手芸
（2室）10～12 24 木

25 金
福島県総合体育大会体操競技（準備）（全）13～21 福島市立福島養護学校（全）10～12/福島県総

合体育大会体操競技（準備）（全）13～21
ASCリズムビクス10～12
ASC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16

福島養護学校（2Ｃ）10～12/リズムスイミング（1
Ｃ）12～13/ASC水中（2C）13～15/バタフライ（1
Ｃ）16～17

福島県総合体育大会体操競
技
（準備）13～21

25 金

26 土
福島県総合体育大会体操競技（全）8～21 福島県総合体育大会体操競技（全）8～21 ＦＬ卓球愛好会10～12

東北電力太鼓部鼓響会13～16
空手同好会突蹴会16～18

福島県総合体育大会体操競
技
8～21

26 土

27 日
福島県総合体育大会体操競技（全）8～21 福島県総合体育大会体操競技（全）8～21 みなみクラブ9～16

Ｆｉｔ16～18
福島県総合体育大会体操競
技
8～21

27 日

28 月
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

ASCラージ卓球（B）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（2C）10～12
ワンポイント水泳教室（2Ｃ）15～17

事業運営課運営班
（2室）12～18

ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 28 月

29 火 29 火

30 水

令和3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/荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団男子
（1/3面）17～19/ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21/南福島アウ
ルズ（半面）19～21

令和3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/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
ジャド卓球クラブ19～21

大笹生支援学校（2Ｃ）10～12 令和3年度体育・保健体育指
導力向上研修福島県中央研
修
9～16

令和3年度体育・保健体育指導
力向上研修福島県中央研修
（2室）9～16

令和3年度体育・保健体育指
導力向上研修福島県中央研
修（2室）9～16 30 水

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。 6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22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） ※5月22日現在（内容は変更することがあります）


