2022
その他

あづま総合運動公園月間行事予定表
民家園

せせらぎ・桜の広場

あづま球場

金

2

土 花見山ツーデーマーチ

第24回ふくしま吾妻荒川・

福島県還暦野球強化試合7～17
福島県還暦野球強化試合7～17

日

4

月

5

火

6

水

7

木

8

金

9

日

11

月

12

火

13

水

14

木

15

金

16

ミニ多目的広場

九里学園高等学校
10～15

レトラーダ福島ＪＦＣ
12～16

小中学生サテライトリーグ
9～17

九里学園高等学校
10～15

レトラーダ福島ＪＦＣ
12～16

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第4節
「福島ユナイテッドＦＣ対ＡＣパルセイロ」
7～18（13時キックオフ）

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/17時以降貸切のみ可）

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

17

日

18

月

19

火

4

月

5

火

6

水

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

7

木

芝養生作業のため利用不可（トラック作業優先日） 芝養生期間のため利用不可
公園ナイトラン＆ナイトウォーク（トラック）17～21
（トラック作業優先貸切のみ可）

8

金

9

土

10

日

11

月

12

火

13

水

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

14

木

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

15

金

16

土

17

日

18

月

小中学生サテライトリーグ
9～17

第77回国体軟式野球競技県北 第1回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙ 全国中学校陸上大会強化合宿8～13
予選7～17
ﾌ大会10～12
※トラック可13～17
公園ナイトラン＆ナイトウォーク（トラック）17～21
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

テニ研ジュニア（2面）9～12、13～
15/福島西高校女子ソフトテニス
部保護者会（4面）9～17
オーストリッチＴＣ（1面）9～12/テ
ニ研ジュニア（2面）9～12、13～
15/福島西高校女子ソフトテニス
部保護者会（4面）9～17
福島西高校女子ソフトテニス保護
者会（1面）9～13

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

芝養生期間のため利用不可
（トラック貸切のみ可）
全国中学校陸上大会強化合宿
11～17
芝養生期間のため利用不可
（トラック貸切のみ可）
全国中学校陸上大会強化合宿
8～13
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

芝養生作業のため利用不可（トラック作業優先）
川島様（トラック）12～13
小学生かけっこ・陸上競技教室
（トラック・走路）18～21
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）
季節を楽しんで歩こう（会議室③）9～10
芝養生作業のため利用不可（トラック作業優先日）
公園ナイトラン＆ナイトウォーク（トラック）17～21

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

テニ研ジュニア
（2面）9～12、13～15
テニ研ジュニア（2面）9～12、13～
15/オーストリッチＴＣ（1面）9～12

福島成蹊高等学校野球部
（グラウンド）9～18（屋内両面）9～15

小中学生サテライトリーグ
9～17

福島県還暦軟式野球リーグ戦
7～17

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第6節(準備)
7～21

芝養生期間のため利用不可
（トラック貸切のみ可）

福島西高等学校野球部（グラウンド）8～17
福島硬友クラブ（屋内両面）9～13

小中学生サテライトリーグ
9～17

福島県還暦軟式野球リーグ戦
（予備日）

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第6節
「福島ユナイテッドＦＣ対ＳＣ相模原」
7～18（13時キックオフ）

芝養生期間のため利用不可
（トラック貸切のみ可）

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

19

火

芝養生作業のため利用不可（トラック作業優先）
小学生かけっこ・陸上競技教室
（トラック・走路）18～21
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

20

水

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

21

木

芝養生作業のため利用不可（トラック作業優先日） 芝養生期間のため利用不可
公園ナイトラン＆ナイトウォーク（トラック）17～21
（トラック作業優先貸切のみ可）

22

金

水

21

木

22

金

23

土

福島レッズベースボールクラブ（グラウンド）9～15 小中学生サテライトリーグ
9～17

第77回国体軟式野球競技県北
予選7～17

24

日

福島硬友クラブ
（グラウンド）9～17（屋内両面）9～13

第77回国体軟式野球競技県北
予選7～17

25

月

26

火

27

水

28

木 デー（準備）（大駐車場）

29

金

30

土

福島硬友クラブ（屋内両面）19～21

小中学生サテライトリーグ
9～17

あづまＤＧＰ愛好会
（Ａ面）10～12

ＡＳＣ生き生き
13～15

吾妻パークゴルフ愛好会（ＡＣ 福島硬友クラブ（屋内両面）19～21
面）9～11/第28回野田地区木
球大会（準備）(AC面)16～17
第28回野田地区木球大会
みんなのボールパーク（準備）13～21
(AC面)9～12
山野草めぐり体
験14～15

日

福島復興の夜空に舞い上が 福島西高等学校野球部（グラウンド）8～17
るカラフルスカイランタン2022 福島硬友クラブ（屋内両面）9～13
（予備日）

20

13～
第93回福島県中央メー
デー（大駐車場）

3

※9～11時トラック可
全国中学校陸上大会強化合宿11～17
公園ナイトラン＆ナイトウォーク（トラック）17～21

ＡＳＣ生き生き
13～15

第93回福島県中央メー

芝制限～4/30

土

松韻学園福島高校ラグビー部
9～12

信陵パークゴルフクラブ
（Ａ面）13～16

芝制限～4/30

庭球場

2

小中学生サテライトリーグ
9～17

福島硬友クラブ（屋内両面）19～21

第2多目的運動広場 スポーツイベント広場

金

福島復興の夜空に舞い上が 福島県還暦軟式野球宮城交流試合
るカラフルスカイランタン2022 （グラウンド）8～17（屋内両面）9～12
（全面）11～20

ＡＳＣ生き生き
13～15

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１
1

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先日/17時以降貸切のみ可）
小学生かけっこ・陸上競技教室
（トラック・走路）18～21
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

あづまＤＧＰ愛好会
（Ａ面）10～12

土

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）
九里学園高等学校（走路）12～13
明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第4節(準備)
7～21

補助陸上競技場

小中学生サテライトリーグ
9～17

福島硬友クラブ（屋内両面）19～21

第1回マンスリーディスクゴ 民家園春まつり
ルフ大会（スポイベ法面） 10～15

とうほう・みんなのスタジアム

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）
九里学園高等学校（トラック）10～15
芝養生期間のため利用不可
（トラック貸切のみ可）
九里学園高等学校（トラック）10～15
芝養生期間のため利用不可
（トラック貸切のみ可）
九里学園高等学校（トラック）10～15

飯坂温泉野球クラブ（グラウンド）9～12
聖光学院高等学校野球部（グラウンド）12～21

土

10

軟式野球場
九里学園高等学校
10～15

1

3

多目的運動広場

4月

第28回福島県サッカー選手権大会兼天皇杯JFA第
102回全日本サッカー選手権福島県代表決定戦準
決勝（準備）9～21
第28回福島県サッカー選手権大会兼天皇杯JFA第
102回全日本サッカー選手権福島県代表決定戦準
決勝9～17
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

芝養生作業のため利用不可（トラック作業優先）
小学生かけっこ・陸上競技教室
（トラック・走路）18～21
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

みんなのボールパーク9～17
開催時間10～14

駐車場保守

第25回JABA福島市長杯争奪野球大会7～21

グラウンド整備

芝養生期間のため利用不可
（トラック貸切のみ可）

福島市中学生Sﾘｰｸﾞ2021(第1ｽﾃｰ
ｼﾞ)（全面）8～17

23

土

芝養生期間のため利用不可
（トラック貸切のみ可）
福島県サッカー協会（トラック）10～14
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

福島市中学生Sﾘｰｸﾞ2021(第1ｽﾃｰ
ｼﾞ)（全面）8～17

24

日

25

月

26

火

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

27

水

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先貸切のみ可）

28

木

29

金

30

土

第77回国体軟式野球競技県北 駐車場保守
予選7～17

芝養生作業のため利用不可（トラック作業優先日） 芝養生期間のため利用不可
公園ナイトラン＆ナイトウォーク（トラック）17～21
（トラック貸切のみ可）

令和4年度福島県還暦軟式野
球ﾘｰｸﾞ(1部)7～16

芝養生作業のため利用不可（トラック作業優先日） 芝養生期間のため利用不可
公園ナイトラン＆ナイトウォーク（トラック）17～21
（トラック貸切のみ可）
富山市立南部中学校（トラック）14～17

グラウンドﾞ整備

第39回福島県春季ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾌﾞﾙｽ
選手権大会(U16)兼第44回東北
ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会福島県予選
会（全面）8～17
第39回福島県春季ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾌﾞﾙｽ
選手権大会(U16)兼第44回東北
ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会福島県予選
会（予備日）

テニ研ジュニア（2面）9～12、13～
15/福島東高校テニス部（4面）9～
16
第33回福島県小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手
権大会（全面）7～18

★次回サービスデーは5月5日（木）「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・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。

4月
※3月21日11時現在（内容は変更することがあります）

4月屋外施設

2022
メインアリーナ

あづま総合体育館月間行事予定表
サブアリーナ

Ｂリーグ公式戦「福島ファイヤーボンズ対アースフレンズ東京Ｚ」（準 大森ＣＡＧＥＲ（全）17～19

1

金 備）（全）9～18（半面）20～21/Ｒａｃｃｏｏｎｓ（1/3面）18～20/ＩＮＮＯＶ 野田ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）19～21

2

土

3

日

4

月

5

火

6

水 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

7

木

8

金 レトラーダ福島ＪＦＣ（半面）19～21

9

土

10

日

11

月

12

火

13

水 ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21

14

木

15

金

16

土

17

日

18

月

19

火

20

水 ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21

21

木

22

金

ＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21
Ｂリーグ公式戦「福島ファイヤーボンズ対アースフレンズ東京Ｚ」
（全）8～21
※18時ＴＩＰＯＦＦ
Ｂリーグ公式戦「福島ファイヤーボンズ対アースフレンズ東京Ｚ」
（全）8～21
※15時15分ＴＩＰＯＦＦ
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17
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
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
小学生ハンドボール体験会（全）19～21

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17

大森ＣＡＧＥＲ（全）9～16
8ballers（全）17～21
吉井田ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）9～12
鳥川ライジングファルコン（半面）16～19
パンジー（半面）16～19
リトルビクス（全）10～12
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）13～15
にわつかバレーボールスポーツ少年団（半面）18～20

こみち体操クラブ(全)18～20

ASCラージ卓球（B）13～15
8ballers（全）19～21
野田ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）19～21
福島成蹊高校バレーボール部（全）9～17
野田ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）18～21

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

リトルビクス（全）10～12
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）13～15

24

日

25

月

26

火

ASCフラダンス10～12

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健康体操＆ダンス13～15

ASC太極拳10～12
ASCピラティス・ポルドブラ13～16
ASCヨガプラクティス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
Ｗｉｓｈ9～11
空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ18～21
サンヨー会10～12

ASC水中（２C）10～12、15～17
バタフライ（1Ｃ）17～18

ASCフラダンス10～12

ASC水中（２C）10～12

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

こみち体操クラブ(全)18～20

ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21

ASCラージ卓球（B）13～15
8ballers（全）19～21

なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

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（２C）10～12

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21
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10～12
ASC健康ビクス13～15

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・ポルドブラ13～16

帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17

福島成蹊高校バレーボール部（全）9～17

第38回福島市スポーツ少年団バレーボール競技大会(全)7～21

福島成蹊高校バレーボール部（全）9～17

木

29

金 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

30

土

4

月

5

火

6

水

7

木

8

金

9

土

10

日

11

月

12

火

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

13

水

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

14

木

15

金

16

土

17

日

18

月

19

火

20

水

21

木

22

金

23

土

24

日

25

月

26

火

27

水

ASC手芸
（2室）10～12

28

木

福島県水泳連盟国体に向けた強化
合宿(2室)10～13

29

金

30

土

ASCウォーキング
（2室）13～15

アール・エス・アセットマネジメント㈱ キヤノン労働組合福島支部
17～20
(2室)9～17

ASCリラックスヨガ
（2室）13～15

福島県サッカー協会
15～20

ASCリラックスヨガ
（2室）13～15

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

28

日

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15
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

水

3

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

ASC太極拳10～12
ASCピラティス・ポルドブラ13～16
ASCヨガプラクティス18～20
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21
みなみクラブ（半面）18～21
ＡＳＣリズムビクス10～12
パンジー（半面）19～21
ＡＳＣ太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17/フェイカーズ（1/3面）17 福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｼﾞｭﾆｱ発 デュエル9～10
～19/8ballers（2/3面）17～19/第18回うつくしまスプリングカップ(準 掘事業①(全)9～21
Ｗｉｓｈ10～12
備)(全)19～21
空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ18～21
第18回うつくしまスプリングカップ(全)7～18
福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｼﾞｭﾆｱ発 デュエル9～11
福大附属中男バス部（1/3面）18～21
掘事業①(全)9～21
フラレイラニカイ13～15

27

土

ASC水中（２C）10～12
バタフライ（1Ｃ）15～17

ASCラージ卓球（B）13～15
8ballers（全）19～21

リトルビクス（全）10～12
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ）13～15

2

福島県サッカー協会8～17/アール・ 福島県小学生バレーボール連盟
エス・アセットマネジメント㈱17～20 （2室）9～13

ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

金

リズムスイミング水無姫（1Ｃ）12～13/ＡＳＣ水中（1
Ｃ）13～15/バタフライ（1Ｃ）16～17
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会車いす
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｼﾞｭﾆｱ発掘事業①
9～21
福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会車いす
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｼﾞｭﾆｱ発掘事業①
9～21
ＡＳＣ理事会
（1室）13～15

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15
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

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(全C)7～10(4C)16～19
空手同好会突蹴会16～18

ASCウォーキング
（2室）13～15

リズムスイミング水無姫（1Ｃ）12～13/ＡＳＣ水中（1
Ｃ）13～15/バタフライ（1Ｃ）16～17
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(全C)7～10(4C)16～19

★次回サービスデーは5月5日（木）「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・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。

宿泊施設

1

ASCパソコン教室
（1室）10～12/13～15

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

畑スポーツ（半面）10～13
スペシャルオリンピックス日本・福島（全）13～16

和室研修室

ASCリラックスヨガ
（2室）13～15

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15
ASC太極拳10～12
ASCピラティス・ポルドブラ13～16
ASCヨガプラクティス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
Ｗｉｓｈ9～11
空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ18～21

会議室

ASC水中（２C）10～12
バタフライ（1Ｃ）15～17

こみち体操クラブ(全)18～20

福島成蹊高校バレーボール部（2/3面）9～17

研修室

ASC水中（１C）13～15
バタフライ（1Ｃ）16～17

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

福島成蹊高校バレーボール部（2/3面）9～17

土

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
Ｗｉｓｈ9～11
空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ18～21
平田卓球18～20

室内プール

大森ＣＡＧＥＲ（全）12～16

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

23

体育室

ＴＥＬ ０２４-５９３-１１１１

4月

第38回福島市ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
競技大会(2室)7～21

※3月21日現在（内容は変更することがあります）

4月

4月屋内施設

2022
その他

1
2

民家園

せせらぎ・桜の広場

月

火

4

水

あづまＤＧＰ愛好会（木陰広場） 水保小学校
10～12/水保小学校（サイク
（4/28の予備日）
ル、巨石、トリム、雨天時ギャラ
リー）（4/28の予備日）
「憲法記念日」
「野鳥を楽しもう♪」
10～14

「こどもの日」
サービスデー

5

木

6

金 庭塚幼稚園（トリム）9～14

年中行事「端午の節句」
「田おこし」10～12

月

10

火

11

水

12

木

軟式野球場

ミニ多目的広場

令和4年度福島県還暦軟式野球ﾘｰｸﾞ(1部) 本田様9～15
（4/30の予備日）

とうほう・みんなのスタジアム
芝養生作業のため利用不可（トラック不可日）

補助陸上競技場
富山市立南部中学校（トラック）9～13

駐車場保守

令和4年度県北ｽﾎﾟｰﾂ少年団体育大会ｿﾌﾄ 令和4年度県北ｽﾎﾟｰﾂ少年団体育大 明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第8節
ﾎﾞｰﾙ競技(県総合体育大会県北予選会)
会ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技(県総合体育大会県 「福島ユナイテッドＦＣ対いわきＦＣ」7～21
7～17
北予選会)7～17
16：00キックオフ
サービスデー
全国中学校陸上大会強化合宿
（トラック8～16（会議室③）8～14
福島県アーチェリー協会（会議室③）14～16
JDリーグ第5節（準備）
JDリーグ第5節（準備）

全国中学校陸上大会強化合宿
8～17

福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会春季合宿
9～17

第11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

水

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

サービスデー

5

木

6

金

7

土

8

日

9

月

10

火

11

水

12

木

13

金

14

土

第57回県北高等学校体育大会兼第68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

日

第57回県北高等学校体育大会兼第68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

月

第57回県北高等学校体育大会兼第68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)

17

火

18

水

19

木

20

金

21

土

22

日

23

月

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修
8～21

24

火

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修
8～21

25

水

第75回福島県総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰ ASC生き生き10～12
ﾙ競技（少年の部）（開会式､1･2回戦）7～17

第68回福島県高等学校体育大会陸上競技
7～21

26

木

第75回福島県総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰ
ﾙ競技（少年の部）（開会式､1･2回戦）7～17

第68回福島県高等学校体育大会陸上競技
7～21

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修8～
12/第68回福島県高等学校体育大会陸上競技
12～21
第68回福島県高等学校体育大会陸上競技
7～21

27

金

28

土

29

日

30

月

31

火

JDリーグ第5節
JDリーグ第5節
「日立サンディーバ対デンソーブライトペガ
サス」（9：30開場11：00開演）

JDリーグ第5節

第39回福島支部木球大会
（ＡＣ面）8～13

JDリーグ第5節
JDリーグ第5節
「戸田中央メディックス埼玉対ホンダリヴェ
ルタ」（9：30開場11：00開演）

JDリーグ第5節

あづまDGP愛好会（A面）10～12
ASC生き生き（A面）13～15

JDリーグ第5節（撤収）

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

JDリーグ第5節（撤収）

イベント確認中（準備）13～17

誠友スポーツ少年団（屋内1面）19～21
イベント確認中7～17
福島リトルシニアチーム（屋内1面）19～21

イベント確認中7～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降可）

イベント（予備日）

FC.MOSアミーゴ19～21

公園ナイトラン＆ナイトウォーク
（トラックのみ）17：30～20：30
「目からウロコ！正しく楽しい寄せ植えデザイン
レッスン」（会議室全室）9～13
バラの育て方教室（会議室全室）13～16
第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会
（準備）12～21

FC.MOSアミーゴ19～21

第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会
（準備）12～21

第48回福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会長杯(第
77回国民体育大会第1次予選会)
8～18

全国自治体職員ｻｯｶｰ選手権大会福 第57回県北高等学校体育大会兼第68回福
島県大会9～17
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

第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会
9～18

第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会
9～18

第48回福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会長杯(第
77回国民体育大会第1次予選会)
8～18

2022東北社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ兼2022
福島県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ9～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降可）

イベント（予備日）

JDリーグ第5節

JDリーグ第5節

ASC生き生き10～12

第28回福島県サッカー選手権大会兼天皇杯
芝養生作業のため利用不可
JFA第102回全日本サッカー選手権福島県代表 （トラック可）
決定戦決勝（準備）9～21
第28回福島県サッカー選手権大会兼天皇杯
FC.MOSアミーゴ10～15
JFA第102回全日本サッカー選手権福島県代表
決定戦決勝9～17
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降可）

17

火

第65回福島県中学校体育大会県北地区予選大 第65回福島県中学校体育大会県北地区予選
会（陸上競技）6～21
大会（陸上競技）6～21

18

水

19

木

20

金

第2回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ大会
(D面)10～12

第93回都市対抗野球第一次予選福島県
大会7～21

小中学生サテライトリーグ
9～17

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022県北予選
7～17

レトラーダ福島JFC12～16

第93回都市対抗野球第一次予選福島県
大会7～21

小中学生サテライトリーグ
9～17

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022県北予選
7～17

レトラーダ福島JFC12～16

ASC生き生き（A面）13～15

信陵パークゴルフ（A面）9～12

福島リトルシニアチーム
（屋内2面）19～21

22

日

第15回野田ｸﾗﾌﾞｵｰﾌﾟﾝ木球大会兼第
10回亀岡よしたみ杯木球大会(AC面)
（準備）16～17
第15回野田ｸﾗﾌﾞｵｰﾌﾟﾝ木球大会兼第 第93回都市対抗野球第一次予選福島県
10回亀岡よしたみ杯木球大会(AC面)9 大会7～21
～13/令和4年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導者認定
講習会（全面）13～16
第93回都市対抗野球第一次予選福島県
大会（予備日）

23

月

あづまDGP愛好会（A面）10～12
ASC生き生き（A面）13～15

24

火

25

水

26

木

27

金 （サイクル、巨石広場）9～13

めばえ幼稚園9～12

31

火

ASCテニス（2面）10～12

ASC生き生き10～12

第65回福島県中学校体育大会県北地区予選大 第65回福島県中学校体育大会県北地区予選
会（陸上競技）予備日
大会（陸上競技）（予備日）

ASCテニス（2面）10～12

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022県北予選
7～17

天皇杯JFA第102回全国サッカー選手権一回戦 芝養生作業のため利用不可
9～17
（トラック可）

全国自治体職員ｻｯｶｰ選手権大会福 小中学生サテライトリーグ
島県大会9～17
9～17

第14回中学生ｼﾝｸﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
（全面）7～18

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022県北予選
7～17

天皇杯JFA第102回全国サッカー選手権一回戦 小中学生サテライトリーグ
（予備日）
9～17

2022福島県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
9～17

第14回中学生ｼﾝｸﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
（予備日）

駐車場保守

グラウンド整備

清水幼稚園

年中行事「むけの朔日」
10～12

ASCテニス（３面）10～12
UFO倶楽部（2面）13～15

天皇杯JFA第102回全国サッカー選手権一回戦 芝養生作業のため利用不可
（準備）9～21
（トラック作業優先/17時以降可）

イベント確認中（グラウンド・会議室2室）9
～21/福島リトルシニアチーム（屋内2面）
19～21
福島硬友クラブ（屋内2面）19～21

スポーツクライミング体験会（球
場下駐車場）10～12、13～15/
さくらんぼ中央保育園（巨石広
場）8～12

福島STクラブ（2面）9～12/テニ研ジュニア
（2面）9～12、13～15/福島ジュニアソフトテ
ニス（2面）13～16/ＲａｉｎｂｏｗＴｅｎｎｉｓＣｌｕｂ
（1面）14～17
テニ研ジュニア（2面）9～12、13～15
オーストリッチTC（1面）9～12

第65回福島県中学校体育大会県北地区予選大 第65回福島県中学校体育大会県北地区予選
会（陸上競技）6～18
大会（陸上競技）6～18

福島硬友クラブ（屋内2面）19～21

あづまＤＧＰ愛好会

第75回福島県総合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(少年の
部)
8～17
第75回福島県総合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(少年の
部)
8～17
第75回福島県総合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(少年の
部)
8～17

吾妻パークゴルフ愛好会（AC面）9～
11/第39回福島支部木球大会(準備)
（ＡＣ面）15～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

月 （木陰広場）10～12

月

第25回JABA福島市長杯争奪野球大会
（予備日）

月 （木陰広場）10～12

30

2

火

16

日

テニ研ジュニア（2面）9～12、13～15
ASCテニス（3面）10～12
M-sports（1面）11～14

3

日

29

日

第11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）8
～17

15

土

1

福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会春季合宿
9～17

14

28

第33回福島県小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会
（4/30の予備日）

全国中学校陸上大会強化合宿
11～17

土

土

庭球場

令和4年度県北ｽﾎﾟｰﾂ少年団体育大会ｿﾌﾄ 令和4年度県北ｽﾎﾟｰﾂ少年団体育大 明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第8節(準備)
ﾎﾞｰﾙ競技(県総合体育大会県北予選会)
会ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技(県総合体育大会県 「福島ユナイテッドＦＣ対いわきＦＣ」7～21
7～17
北予選会)7～17

金

21

小中学生サテライトリーグ
9～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降可）

13

あづまＤＧＰ愛好会

スポーツイベント広場

小中学生サテライトリーグ
9～17

福島硬友クラブ（屋内2面）19～21

年中行事「田植え」
10～12

第2多目的運動広場

第25回JABA福島市長杯争奪野球大会
7～21

JDリーグ第5節（準備）

土

9

小中学生サテライトリーグ
9～17

JDリーグ第5節（準備）

振替休園日

日

多目的運動広場

5月

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

「みどりの日」

8

あづま球場
第25回JABA福島市長杯争奪野球大会
6～21

日

3

7

あづま総合運動公園月間行事予定表

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降可）

第39回海野杯軟式野球大会
6～21

小中学生サテライトリーグ
9～17

第75回福島県総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰ
ﾙ競技（少年の部）（開会式､1･2回戦）7～17

第68回福島県高等学校体育大会陸上競技
7～21

第68回福島県高等学校体育大会陸上競技
7～21

第39回海野杯軟式野球大会
6～17

小中学生サテライトリーグ
9～17

第75回福島県総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰ
ﾙ競技（少年の部）（開会式､1･2回戦）7～17

第68回福島県高等学校体育大会陸上競技
7～21

第68回福島県高等学校体育大会陸上競技
7～21

第68回福島県高等学校体育大会陸上競技
7～19

第68回福島県高等学校体育大会陸上競技
7～21

ASC生き生き（A面）13～15

小中学生サテライトリーグ
9～17

ASCテニス（3面）10～12

第68回福島県高等学校体育大会陸 第75回福島県総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ
上競技7～19
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（少年の部）（開会式､
1･2回戦）7～17
第68回福島県高等学校体育大会陸 第75回福島県総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ
上競技7～19
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（少年の部）（開会式､
1･2回戦）7～17
第68回福島県高等学校体育大会陸 第75回福島県総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ テニ研ジュニア（2面）9～12、13～15
上競技7～19
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（少年の部）（開会式､
1･2回戦）7～17
第68回福島県高等学校体育大会陸 第75回福島県総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ
上競技7～19
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技（少年の部）（開会式､
1･2回戦）7～17
第68回福島県高等学校体育大会陸
上競技7～19

天皇杯JFA第102回全国サッカー選手権二回戦
(準備)（仮）

★次回サービスデーは5月5日（木）「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・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。

5月
※4月17日12時現在（内容は変更することがあります）

5月屋外施設

2022

あづま総合体育館月間行事予定表

メインアリーナ
エンドウ（全）9～12

1

日

2

月 (準備)（全）17～21

3

火 (全)8～21

4

水 (全)8～21

第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

第68回福島県高等学校体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技県北地区予選
(全)8～21

7

土

8

日 (全)8～19

9

月 みなみクラブ（1/3面）18～21

第68回福島県高等学校体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技県北地区予選

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

水

木

金

土

15

日

16

月

17

火

18

水

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

会議室

和室研修室

宿泊施設

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(2室)10～20

1

日

2

月

3

火

4

水

5

木

6

金

7

土

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
2室)10～20

8

日

ＡＳＣリラックスヨガ
（2室）13～15

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

火

25

水

26

木

27

金

28

土

29

日

30

月

31

火

第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
(準備)(2室)17～21

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(全C)7～10(4C)16～19
福島水球クラブ（3Ｃ）10～12（全）12～13
福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(全C)7～10/(4C)16～19
福島水球クラブ（3Ｃ）10～12（全）12～13
サービスデー
福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(全C)7～10(4C)14～18

第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
(2室)8～21

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(2室)10～13
福島水球クラブ（2室）13～16

第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
(2室)8～21
第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
(2室)8～19

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(全C)7～10(4C)16～19
福島水球クラブ（2Ｃ）10～12（全）12～13
ら・なたしおん（1Ｃ）10～12
蜷川（1Ｃ）10～11
福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(全C)7～10(4C)14～18
福島水球クラブ（2Ｃ）10～12（4Ｃ）12～13
ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12
バタフライ（1Ｃ）15～17

佐藤様（全）14～18
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

福島医療生協（1Ｃ）10～11

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・ポルドブラ13～16
ヨガプラクティス18～20

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21
野田ミニバスケットボールスポーツ少年団（半面）19～21

大森ＣＡＧＥＲ（全）17～19
パンジー（半面）19～21

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

帝京安積高校ハンドボール部（全）9～12
第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会(準備)(全)12～21

パンジー（半面）9～12
第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会(準備)(全)12～21

第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会
(準備)12～21

第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会(全)9～18

第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会(全)9～18
パンジー（半面）18～21
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

第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会
9～18

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（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（1Ｃ）13～15
バタフライ（1Ｃ）16～17
小学生初心者水泳教室第1期(3C)18～20
蜷川（2Ｃ）9～10（1Ｃ）10～11
福島水球クラブ（2Ｃ）10～12（4Ｃ）12～13
ら・なたしおん（1Ｃ）10～12
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20
福島水球クラブ（2Ｃ）10～12（4Ｃ）12～13

利用不可予定（センタースピーカー点検作業）

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(2室)10～20

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(2室)10～13

利用不可予定（センタースピーカー点検作業）

木

県北ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会第19回県北協会長杯(全)9～21

土

22

日

23

月

24

火

25

水

26

木

ＡＳＣストレッチヨガ10～12
ＡＳＣ健康ビクス13～15

経営企画課
9～16

カルチャー教室「はじめての囲碁」（Ａ室)9～12
ＡＳＣパソコン教室（Ｂ室）10～12

ＡＳＣウォーキング
（２室）13～15

ＡＳＣ総会
11～13

カルチャー教室「ステキなアレンジ・プリザーブドフ
ラワー教室」(2室)13～16

第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会
(準備)12～21

第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会
(準備)(2室)12～21

第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会
9～18

第60回福島県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会
(2室)9～18
ＡＳＣリラックスヨガ
（2室）13～15

めばえ幼稚園（全）9～12（雨天時のみ）
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ面）13～15
鳥川ライジングファルコン（半面）16～19
8ballers（全）19～21
パンジー（半面）19～21

ＡＳＣ太極拳10～12
ＡＳＣピラティス・ポルドブラ13～16
ＡＳＳＣヨガプラクティス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

ＡＳＣパソコン教室
（Ｂ室）10～12、13～15
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（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（1Ｃ）13～15
バタフライ（1Ｃ）16～17
小学生初心者水泳教室第1期(3C)18～20
蜷川（2Ｃ）9～10（1Ｃ）10～11
福島水球クラブ（2Ｃ）10～12（4Ｃ）12～13
ら・なたしおん（1Ｃ）10～12
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20
福島水球クラブ（2Ｃ）10～12（4Ｃ）12～13

大森ＣＡＧＥＲ（全）9～13
8ballers（全）13～21

こみち体操クラブ9～16
空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ18～21

みなみクラブ9～12
福島県武術太極拳連盟公認普及指導員認
定試験13～17
ＡＳＣフラダンス10～12
ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12
ＡＳＣ健康体操＆ダンス13～15

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修(全)8～21

ＦＩＤ福島（全）9～12
パンジー（半面）13～16
みなみクラブ（半面）13～19
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
令和4年度体育・保健体育指導力向上研修(全)8～21

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修(全)8～21

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修(全)8～21

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修(全)8～21

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修(全)8～21

ＡＳＣストレッチヨガ10～12
ＡＳＣ健康ビクス13～15
ＡＳＣ太極拳10～12
ＡＳＣピラティス・ポルドブラ13～16
ヨガプラクティス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

県北ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会第19回県北協会長杯(全)9～18

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

金

健康づくり教室「ピラティスで身体を整える」
(2室)9～12

ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12

リトルビクス（全）13～15
こみち体操クラブ（全）18～20

金

21

ＡＳＣパソコン教室（Ｂ室）10～12、13～15
カルチャー教室「会津木綿柄折り紙で作るフラ
ワーボード」(Ａ室)13～16

利用不可予定（センタースピーカー点検作業）

利用不可予定（センタースピーカー点検作業）

27

第68回福島県高等学校体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技県北地区 デュエル9～10
予選(全)8～19
サンヨー会10～12

研修室

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
(全C)7～10(4C)14～18
福島水球クラブ（2Ｃ）10～12（4Ｃ）12～13
ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12

ＡＳＣ総会部会（控室②）13～15
花もも（1/3面）13～17
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
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

利用不可予定（センタースピーカー点検作業）

20

サービスデー（卓球のみ可）

室内プール

火

14

19

第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
(全)8～21

第68回福島県高等学校体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技県北地区
予選(全)8～21
第68回福島県高等学校体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技県北地区 空手同好会突蹴会16～18
予選(全)8～21
Ｉ＆Ａ18～21

金 (全)8～21

13

ＡＳＣラージ卓球（Ｂ面）13～15
第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
(準備)(全)17～21
第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
(全)8～21

第68回福島県高等学校体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技県北地区予選

6

12

デュエル9～10

第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
(全)8～19
8ballers（全）19～21

木

11

体育室

第6回渡利ｶｯﾌﾟ東日本中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
(全)8～19
福島Ｊｒハンドボールクラブ（半面）19～21

5

10

サブアリーナ

5月

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修(全)8～12
令和4年度福島県高等学校体育大会体操・新体操競技
(全)12～21

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修(全)8～12
令和4年度福島県高等学校体育大会体操・新体操競技
(全)12～21

令和4年度福島県高等学校体育大会体操・新体操競技
(全)8～21

令和4年度福島県高等学校体育大会体操・新体操競技
(全)8～21

こみち体操クラブ9～16
空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ18～21

令和4年度福島県高等学校体育大会体操・新体操競技

令和4年度福島県高等学校体育大会体操・新体操競技
(全)8～18
ＡＳＣラージ卓球（Ｂ面）13～15
こみち体操クラブ（全）18～20

デュエル9～11
こみち体操クラブ11～21

28

土

29

日 (全)8～18

30

月

31

火

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～21

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修
(全C)8～17
リズムスイミング（1Ｃ）12～13
ＡＳＣ水中（1Ｃ）13～15
バタフライ（1Ｃ）16～17
小学生初心者水泳教室第1期(3C)18～20
蜷川（2Ｃ）9～10（1Ｃ）10～12
福島水球クラブ（2Ｃ）10～12（4Ｃ）12～13
ら・なたしおん（1Ｃ）10～12
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20
福島水球クラブ（2Ｃ）10～12（4Ｃ）12～13

カルチャー教室「50代、60代から考えるリタイアメ ＡＳＣパソコン教室
ントプランニング(退職後、老後の資金計画)」
（Ｂ室）10～12
9～12

令和4年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導者認定講習会
9～12

健康づくり教室「美しい姿勢でステキに年を重ね
ていきましょう～ピルビスワーク～女性限定」
(2室)13～16
ＡＳＣウォーキング
（２室）13～15

令和4年度ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ指導者認定講習会
(2室)9～12

福島県武術太極拳連盟公認普及指導員認定試験 福島県武術太極拳連盟公認普及指導員認定試
(2室)9～13
験(2室)9～13
健康づくり教室「健康促進のためのヨーガ」
（2室）9～12
ＡＳＣリラックスヨガ（2室）13～15
令和4年度体育・保健体育指導力向上研修
8～21
令和4年度体育・保健体育指導力向上研修
8～21
令和4年度体育・保健体育指導力向上研修
8～21

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修
(2室)8～21
令和4年度体育・保健体育指導力向上研修
(2室)8～21
令和4年度体育・保健体育指導力向上研修
(2室)8～21

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修
8～12

令和4年度体育・保健体育指導力向上研修(2室)8
～12/令和4年度福島県高等学校体育大会体操・
新体操競技(2室)12～21

ＡＳＣ手芸（2室）10～12

令和4年度福島県高等学校体育大会体操・新体操
競技(2室)8～21

令和4年度福島県高等学校体育大会体操・新体操
競技（2室)8～18

ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12
第41回福島市小学校体育大会水泳実技講習会
第41回福島市小学校体育大会水泳実技講習会 15～17
(4C)15～17

★次回サービスデーは5月5日（木）「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・陸上トレーニング室、庭球場（全面）、サイクル広場）

※4月17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

5月屋内施設

