
2021 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 金

新地町立尚英中学校
（ﾋﾟｸﾆｯｸ広場）12：30～14（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）
鳥川小学校(ﾄﾘﾑ)9～11

新地町立尚英中学校
（見学）11：30～12：30

松韻学園福島高等学校ラグ
ビー部9～17

改修工事～3月末
（グラウンド・トラック利用不可）
松韻学園福島高校ラグビー部
（会議室1室）14～16

修復工事のため
利用不可～3月末
（トラックも不可）

修復工事のため
利用不可～3月末

第56回県北地区高等学校総合体育大会兼
第67回福島県高等学校体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ競技県北地区大会7～17 1 金

2 土

★公園ナイトラン＆ウォーク
（イチョウ並木）日没～20時

吾妻ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ愛好会(AC
面)9～11/第65回福島市民
体育祭木球競技（準備）（2
面）15～17

第15回市町村対抗福島県軟式野
球大会7～17

Ｊ3リーグ公式戦第21節「福島ユナ
イテッドＦＣ対カターレ富山」（準
備）

第56回県北地区高等学校総合体育大会兼
第67回福島県高等学校体育大会ラグビー
フットボール競技県北地区大会7～17

福島ＳＴクラブ（2面）9～12
テニ研ジュニア（1面）9～12（2面）13～16
福島商業高校テニス部（4面）9～12
福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（1面）13～16

2 土

3 日

★公園ナイトラン＆ウォーク
（イチョウ並木）日没～20時
セントヴェルジェ教会
（イチョウ並木）14～15：30

・年中行事「稲刈り、脱穀」「収
穫祭」10～12
・劇団120〇ＥＮ第33回公演
「室石将監」

第65回福島市民体育祭木
球競技（2面）8～14

第15回市町村対抗福島県軟式野
球大会7～17

Ｊ3リーグ公式戦第21節「福島ユナ
イテッドＦＣ対カターレ富山」

第56回県北地区高等学校総合体育大会兼
第67回福島県高等学校体育大会ラグビー
フットボール競技県北地区大会7～17

テニ研ジュニア（2面）9～12、13～16
福島商業高校テニス部（2面）9～12

3 日

4 月
庭塚小学校(ﾄﾘﾑ・木陰・中央広場)9:15～11
鳥川小学校（10/1の予備日）

福島信用金庫（下見）4日ｏｒ6日 あづまDGP愛好会(GG)10～
12/ASC生き生き(GG)13～15/
ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ福島17～19

4 月

5 火
ウェディングプロデュースＣｈａｙｕｋａ
（巨石広場、イチョウ並木）

照明工事のため断水8～17
5 火

6 水
あいあい保育園(遠足)
(全面)9～12

福島信用金庫（下見）4日ｏｒ6日
福島リトルシニアチーム
（屋内1、3塁）19～21

6 水

7 木
視覚支援学校（木陰広場）9：30～11：30 ASC生き生き10～12 第55回福島県高等学校新人テニス選手権大

会兼第42回東北選抜高等学校テニス選手権
大会福島県予選会（全面）7～18

7 木

8 金
鳥川小学校（ﾄﾘﾑ、巨石広場）10：30～13
（雨天時2階ﾎｰﾙ）
月輪小学校（ﾄﾘﾑ）9：30～13

鳥川小学校
9～10：30

第20回福島県特別支援学
校スポーツ大会（準備）
（全面）12～21

第20回福島県特別支援学校ス
ポーツ大会（準備）（走路・会議
室・印刷室・コンコース）12～21

第20回福島県特別支援
学校スポーツ大会（準備）
（トラック）12～21

第20回福島県特別支援学校スポーツ大会
(準備)12～21

第55回福島県高等学校新人ﾃﾆｽ選手権
大会兼第42回東北選抜高等学校ﾃﾆｽ選
手権大会福島県予選会（全面）7～18

8 金

9 土

★公園ナイトラン＆ウォーク
（イチョウ並木）日没～20時

第20回福島県特別支援学
校スポーツ大会
（全面）7～17

第15回JABA毎日新聞社杯社会人
選抜野球大会6～19

小中学生サテライトリーグ
9～17

第13回福島県ソフトボール
スポーツ少年団大会新人
戦・女子県大会7～17

第13回福島県ソフトボールス
ポーツ少年団大会新人戦・女
子県大会7～17

第20回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大
会（走路・会議室・印刷室・ｺﾝｺｰｽ）7
～17/Ｊ3リーグ公式戦第22節「福島ﾕ
ﾅｲﾃｯﾄﾞＦＣ対鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞＦＣ」（準
備）17～21

第20回福島県特別支
援学校スポーツ大会
（トラック）7～17

第20回福島県特別支援学校スポーツ大会
7～17

第55回福島県高等学校新人テニス選手権
大会兼第42回東北選抜高等学校テニス選
手権大会福島県予選会（全面）7～18 9 土

10 日

☆サービスデー
（※庭球場、陸上トレーニング室は別日実施）
★公園ナイトラン＆ウォーク
（イチョウ並木）日没～20時

第7回マンスリーディスクゴ
ルフ大会（D面）9～12

第15回JABA毎日新聞社杯社会人
選抜野球大会6～18

小中学生サテライトリーグ
9～17

第13回福島県ソフトボール
スポーツ少年団大会新人
戦・女子県大会7～17

第13回福島県ソフトボールス
ポーツ少年団大会新人戦・女
子県大会7～17

Ｊ3リーグ公式戦第22節「福島ユナ
イテッドＦＣ対鹿児島ユナイテッドＦ
Ｃ」

第55回福島県高等学校新人ﾃﾆｽ選手権
大会兼第42回東北選抜高等学校ﾃﾆｽ選
手権大会福島県予選会（全面）7～18 10 日

11 月
※レストラン松月定休日 あづまDGP愛好会(PG)

(A面)10～12
福島理容野球部
（グラウンド）15～18

ASC生き生き13～15/ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯ
ｶｰｽｸｰﾙ福島17～19

第55回福島県高等学校新人ﾃﾆｽ選手権
大会兼第42回東北選抜高等学校ﾃﾆｽ選
手権大会福島県予選会（予備日）

11 月

12 火 12 火

13 水
福島リトルシニアチーム
（屋内1、3塁）19～21 13 水

14 木
さくらみなみ保育園
（木陰、ﾋﾟｸﾆｯｸ広場）9：30～12

さくらみなみ保育園
（1面）9～12

ASC生き生き10～12 季節を感じるウォーキング
（会議室③）9～11 14 木

15 金
まつかわ幼稚園（ﾄﾘﾑ）9～10：30
梁川小学校（ﾄﾘﾑ）9：30～11：30

電気設備点検(停電作業)
8:30～15

電気設備点検(停電作業)8:30～15

15 金

16 土
イベントあり
★公園ナイトラン＆ウォーク
（イチョウ並木）日没～20時

レトラーダ福島ＪＦＣ
9～16 16 土

17 日

イベントあり
★スポーツクライミング体験会
★公園ナイトラン＆ウォーク
（イチョウ並木）日没～20時

「お手玉づくり」
10～14

松韻学園福島高校ラグビー部
9～16

17 日

18 月
あづまDGP愛好会(GG)10～
12/ASC生き生き13～15/ﾘﾍﾞﾙ
ﾀｻｯｶｰｽｸｰﾙ福島17～19

18 月

19 火
平野認定こども園
10～12：30 19 火

20 水

庭塚小学校（軟式、とうスタ周辺）9：15～11
福島ふたば保育園（巨石広場）9：30～10：30
本宮まゆみ小学校（ﾄﾘﾑ）13～14
認定こども園上保原
（ﾄﾘﾑ、木陰広場）10～13：30（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）

20 水

21 木
佐倉小学校
(見学）12～13：30

ASC生き生き10～12
21 木

22 金

佐倉幼稚園（ﾄﾘﾑ）8：30～10：50
清水小学校
（ﾄﾘﾑ、巨石広場）11～13（雨天時2階ﾎｰﾙ）
★イチョウ光のプロムナードライトアップ
（火曜日を除く17～20時～11/8まで）

第32回秋季県北支部高等学校野
球選手権大会7～17

第32回秋季県北支部高等学
校野球選手権大会7～17

22 金

23 土
☆庭球場サービスデー 信陵パークゴルフクラブ

(A面)9～12
第32回秋季県北支部高等学校野
球選手権大会7～17

第32回秋季県北支部高等学
校野球選手権大会7～17

第13回福島県ソフトボール
スポーツ少年団大会新人
戦・女子県大会7～17

第13回福島県ソフトボールス
ポーツ少年団大会新人戦・女
子県大会7～17

☆サービスデー

23 土

24 日
☆陸上トレーニング室サービスデー 年中行事「子ども秋まつり」

10～12：30
第22回福島市オープンディ
スクゴルフ大会
（CD面）10～15

第32回秋季県北支部高等学校野
球選手権大会7～17

第32回秋季県北支部高等学
校野球選手権大会7～17

第13回福島県ソフトボール
スポーツ少年団大会新人
戦・女子県大会7～17

第13回福島県ソフトボールス
ポーツ少年団大会新人戦・女
子県大会7～17

☆トレーニング室サービスデー 東北地区大学ラグビーリーグ戦
9～16

第44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

24 日

25 月
※レストラン松月定休日
笹木様（イチョウ並木）15～19：30
セントヴェルジェ教会（イチョウ並木）11～13

笹木様14～15 あづまDGP愛好会(PG)
(A面)10～12

第32回秋季県北支部高等学校野
球選手権大会7～17

第32回秋季県北支部高等学
校野球選手権大会7～17

ASC生き生き13～15/ﾘﾍﾞﾙﾀｻｯ
ｶｰｽｸｰﾙ福島17～19 25 月

26 火
第32回秋季県北支部高等学
校野球選手権大会（予備日） 26 火

27 水

岩代中学校（ﾄﾘﾑ）14～15：30
野田小学校（ﾄﾘﾑ）9～13（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）
大笹生小学校（ﾄﾘﾑ）9～13（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）
ミペアーチャイ（イチョウ並木）13～

第32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1、3塁）19～21

第32回秋季県北支部高等学
校野球選手権大会（予備日）

第29回あづまカップ福島市
ゲートボール交流大会
7～16 27 水

28 木

★落ち葉プール（体育館プール前）
（火曜日を除く9～16時～11/14まで）
野田小学校（ﾄﾘﾑ）12～13（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）

第32回秋季県北支部高等学校野
球選手権大会（予備日）

第32回秋季県北支部高等学
校野球選手権大会（予備日）

ASC生き生き10～12

28 木

29 金
野田小学校（ﾄﾘﾑ）12～13（雨天時ｷﾞｬﾗﾘｰ）/芦沢小
学校（ﾄﾘﾑ、巨石広場）12：30～14：30（雨天時ｷﾞｬﾗ
ﾘｰ）/セントヴェルジェ教会（イチョウ並木）11～13

芦沢小学校
12：30～14：30

県北高体連ラグビーフットボール専門部ラグ
ビー教室8～13 29 金

30 土

広瀬座芝居のウラガワ
・芝居用具展示会（～11/7まで）

・ハーモニカ演奏会14：00～

新谷杯争奪第16回日本木
球選手権大会（準備）
（AC面）15～17

第4回ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑ杯全国ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ
ﾄｰﾅﾒﾝﾄ東北地区大会8～17

庭塚ソフトボールスポーツ少
年団（大会準備）13～17

第2回県北親善交流戦（野
球）7～17

みどりの教室「ハロウィンジャック
オランタンづくり」
（会議室全室）9～17

福島ＳＴクラブ（2面）9～12/テニ研ジュニア（1
面）9～12（2面）13～16/佐藤様（4面）9～16/福
島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（1面）13～16 30 土

31 日
ウェディングプロデュースＣｈａｙｕｋａ
（ﾄﾘﾑ、巨石広場、イチョウ並木）8～12

・広瀬座芝居のウラガワ
講演会13：30～

新谷杯争奪第16回日本木
球選手権大会
（AC面）9～14

令和3年度福島歯科医師会親善野
球大会8～17

庭塚ソフトボールスポーツ少
年団（大会）７～17

第2回県北親善交流戦（野
球）7～17

第44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

31 日

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10/10（日）→（体育室（卓球のみ）、室内プール、体育館シャワー、体育館トレーニング室、サイクルスポーツ広場　10/23（土）→庭球場（全面）　10/24（日）→陸上トレーニング室 　10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。 ※9月20日12時現在（内容は変更することがあります）

イベント開催のため利用不可



2021 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 金
新地町立尚英中学校（全）12～14（雨天時）
吉井田小学校マーチングバンド部（全）14～19
清水サッカースポーツ少年団（1/3面）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

1 金

2 土
第40回全日本小学校バンドフェスティバル東北大会第34回全
日本マーチングコンテスト東北大会（準備・リハ）（全）8～21

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/第40回全日本小学校バンド
フェスティバル東北大会第34回全日本マーチングコン
テスト東北大会（準備・リハ）（全）12～21

第40回全日本小学校バンドフェスティバル
東北大会第34回全日本マーチングコンテ
スト東北大会（準備・リハ）12～21

福島大学トライアスロン部（1Ｃ）13～14
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

第40回全日本小学校バンドフェスティバル
東北大会第34回全日本マーチングコンテス
ト東北大会（準備・リハ）12～21

第40回全日本小学校バンドフェスティバル
東北大会第34回全日本マーチングコンテス
ト東北大会（準備・リハ）（2室）8～21

第40回全日本小学校バンドフェスティバ
ル東北大会第34回全日本マーチングコ
ンテスト東北大会（準備・リハ）（2室）12
～21

2 土

3 日
第40回全日本小学校バンドフェスティバル東北大会第34回全
日本マーチングコンテスト東北大会（全）7～19
福大附属中男バス部（1/3面）19～21

第40回全日本小学校バンドフェスティバル東北大会第
34回全日本マーチングコンテスト東北大会（全）7～21

第40回全日本小学校バンドフェスティ
バル東北大会第34回全日本マーチン
グコンテスト東北大会7～21

福島水泳連盟（全）8～10
福島大学トライアスロン部（1Ｃ）10～12

第40回全日本小学校バンドフェスティ
バル東北大会第34回全日本マーチ
ングコンテスト東北大会7～21

第40回全日本小学校バンドフェスティ
バル東北大会第34回全日本マーチン
グコンテスト東北大会（2室）7～21

第40回全日本小学校バンドフェスティバ
ル東北大会第34回全日本マーチングコ
ンテスト東北大会（2室）7～21 3 日

4 月
西部三育幼稚園（全）9～14/福島県立医科大学ハンドボール
部（半面）17～19/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21/クラッ
チェ（1/3面）19～21

リトルビクス（全）10～12
ASCラージ卓球（B面）13～15
聖光学院女子バレーボール部（全）17～21

ASCフラダンス10～12/ＡＳＣ健康体操
＆ダンス13～15/フラレイラニカイ15～
17/小池様17～19

ASC水中（2C）10～12
バタフライ（1Ｃ）15～17

総務課（2室）9～21 ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 4 月

5 火 5 火

6 水
ＡＳＣパソコン教室（多目的室2室）10～12、13～15
西部三育幼稚園運動会（準備）（全）15～21

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/フラレイラニカイ15～17/
ＡＹＡＭＩ17～18

福島大学トライアスロン部（1Ｃ）14～16 福島県防犯協会連合会
12～17

総務課（2室）9～21 リトルビクス
（2室）10～12 6 水

7 木

西部三育幼稚園運動会（全）7～15/郡山北工業高校バレーボール部
（1/3面）15～17/聖光学院女子バレーボール部（半面）16～19/鳥川
サッカースポーツ少年団（半面）17～19/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/Ａ
ＳＣヨガプラクティス18～20

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/福島大学トライアスロン部（1Ｃ）18～20

第55回福島県高等学校新人テニス
選手権大会兼第42回東北選抜高等
学校テニス選手権大会福島県予選
会13～16

視覚支援学校（1室）9～12/ASC
パソコン教室（1室）10～12/13～
15

ASCウォーキング
（2室）13～15 7 木

8 金
第20回福島県特別支援学校スポーツ大会（準備）
（全）12～21

鳥川小学校（全）11～12（雨天時）
第20回福島県特別支援学校スポーツ大会（準備）
（全）12～21

ASC３B体操10～12/第20回福島県特
別支援学校スポーツ大会（準備）12～
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

第20回福島県特別支援学校ス
ポーツ大会（準備）12～21

ＡＳＣ園芸（2室）10～12/第20回
福島県特別支援学校スポーツ大
会（準備）（2室）12～21

第20回福島県特別支援学校
スポーツ大会（準備）
（2室）12～21

8 金

9 土
第20回福島県特別支援学校スポーツ大会（全）7～17/渡利ミニバス
ケットボールスポーツ少年団（1/3面）17～20/荒井ミニバスケットボー
ルスポーツ少年団男子（1/3面）17～21/8ballers（1/3面）17～21

第20回福島県特別支援学校スポーツ大会（全）7～17/
福島民報社（準備）（全）17～21

第20回福島県特別支援学校スポーツ
大会7～17/空手同好会突蹴会17～
18/フラレイラニカイ19～21

福島大学トライアスロン部（1Ｃ）14～16 第20回福島県特別支援学校ス
ポーツ大会7～17/福島民報社
（準備）17～21

第20回福島県特別支援学校スポーツ
大会（2室）7～17/福島民報社（準備）
（2室）17～21

第20回福島県特別支援学校ス
ポーツ大会（2室）7～17/福島民
報社（準備）（2室）17～21

9 土

10 日

ALL福島クローズドダンズ競技フェスティバル大会（全）9～17/誠友ミ
ニバスケットボールスポーツ少年団（1/3面）17～19/荒井ミニバスケッ
トボールスポーツ少年団男子（1/3面）17～21/福大附属中男バス部
（1/3面）18～21

福島民報社（全）8～21 ☆サービスデー（卓球のみ） ☆サービスデー 福島民報社8～21 福島民報社（2室）8～21 福島民報社（2室）8～21

10 日

11 月
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
11 月

12 火 12 火

13 水
清水サッカースポーツ少年団（1/3面）19～21
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21

こみち体操クラブ（全）18～20 ＡＳＣストレッチヨガ10～13/ＡＳＣ健康
ビクス13～15/小池様17～19

福島大学トライアスロン部（1Ｃ）14～16
13 水

14 木
イベント（準備）（全）9～21 イベント（準備）（全）9～21 イベント（準備）（全）9～21 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
島大学トライアスロン部（1Ｃ）18～20

イベント（準備）9～21 イベント（準備）（2室）9～21 イベント（準備）（2室）9～21

14 木

15 金
イベント（準備）（全）9～21 イベント（準備）（全）9～21 イベント（準備）（全）9～21 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
イベント（準備）9～21 イベント（準備）（2室）9～21 イベント（準備）（2室）9～21

15 金

16 土
イベント（全）9～21 イベント（全）9～21 イベント（全）9～21 イベント9～21 イベント（2室）9～21 イベント（2室）9～21

16 土

17 日
イベント（全）9～21 イベント（全）9～21 イベント（全）9～21 イベント9～21 イベント（2室）9～21 イベント（2室）9～21

17 日

18 月
イベント（撤収）（全）9～21 イベント（撤収）（全）9～21 イベント（撤収）（全）9～21 イベント（撤収）9～21 イベント（撤収）（2室）9～21 イベント（撤収）（2室）9～21

18 月

19 火 19 火

20 水
認定こども園上保原（全）10～12/野田小学校マーチングバン
ドクラブ（全）14～19/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21/ＮＦＣ
ビバーチェ（半面）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

福島大学トライアスロン部（1Ｃ）14～16 ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

リトルビクス
（2室）10～12 20 水

21 木
西部三育幼稚園（全）9～13/吉井田小学校マーチングバンド
部（全）14～19/ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21/ＮＦＣビバー
チェジュニアユース（半面）19～21

ASCラージ卓球（B面）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太極拳10～12/ASCピラティス13
～14：30/ASCポルドブラ14：30～16/Ａ
ＳＣヨガプラクティス18～20

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/福島大学トライアスロン部（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 21 木

22 金

大山小学校（1/3面）11～13（雨天時）/野田小学校マーチングバンド
クラブ（全）14～19/荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団男子
（1/3面）19～20/8ballers（1/3面）19～21/清水サッカースポーツ少年
団（1/3面）19～21

清水小学校（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 22 金

23 土
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）12～20 ＦＵＹＯクラブ（全）9～12

8ballers（全）14～18
フラレイラニカイ13～17、19～21
空手同好会突蹴会19～21

なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20
23 土

24 日
郡山北工業高校バレーボール部（2/3面）9～17
Ａｒｃｅｎｃｉｅｌ（全）19～21

8ballers（全）9～14/渡利ドッジボールクラブ（全）14～
17/福大附属中男バス部（全）18～21

みなみクラブ9～16 福島市水泳連盟（全）8～10
24 日

25 月
愛隣幼稚園（全）9～14/郡山女子大学附属高校バレーボール
部（1/3面）14～18/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21/福島
県立医科大学ハンドボール部（半面）18～20

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

ＡＳＣフラダンス10～12
ASC健康体操＆ダンス13～15
小池様17～19

ASC水中（2C）10～12 ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 25 月

26 火 26 火

27 水
野田小学校（全）9～12（雨天時）
あづまガールズサッカー体験会（全）19～21

大笹生小学校（全）10～12（雨天時）
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 27 水

28 木
愛隣幼稚園（全）9～13/野田小学校マーチングバンドクラブ
（全）13～19//ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21/南福島アウルズ
（半面）19～21

ASCラージ卓球（B面）13～15
野田小学校（全）12～13（雨天時）
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/Ａ
ＳＣヨガプラクティス18～20

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

株式会社渡辺土木
9～18

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

ASC手芸
（2室）10～12 28 木

29 金
愛隣幼稚園運動会（全）7～14
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21
清水サッカースポーツ少年団（1/3面）19～21

笹谷小学校（全）9～12
野田小学校（全）12～13（雨天時）
みなみクラブ（半面）18～21

ASC３B体操10～12/ASC太極拳13～
15/ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16/
フラレイラニカイ17～19

リズムスイミング（１Ｃ）12～13
ASC水中（2C）13～15
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）18～20

ＡＳＣ健康セミナー
12～16

ASC健康セミナー
（2室）12～16 29 金

30 土
吉井田小学校マーチングバンド部（全）9～16/2021年全東北
プロ・アマミックスドダンス選手権大会・県別対抗戦（準備）
（全）16～21

渡利ドッジボールクラブ（全）9～12/福島県農業共済組
合職員会本所支部（全）13～15/大森ＣＡＧＥＲ（全）15
～18/8ballers（全）18～21

空手同好会突蹴会16～18
フラレイラニカイ19～21

なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

30 土

31 日
2021年全東北プロ・アマミックスドダンス選手権大会・県別対
抗戦（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/渡利ドッジボールクラブ（全）16～
19/福大附属中男バス部（全）19～21

サンヨー会10～12 福島市水泳連盟（全）8～10

31 日

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。 ※9月20日9時現在（内容は変更することがあります）

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10/10（日）→（体育室（卓球のみ）、室内プール、体育館シャワー、体育館トレーニング室、サイクルスポーツ広場　10/23（土）→庭球場（全面）　10/24（日）→陸上トレーニング室 　10月

断水作業8～17

イベント開催のため利用不可
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