
2022 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・みんなのスタジアム 補助陸上競技場 第2多目的運動広場 スポーツイベント広場 庭球場

1 金
立子山小学校
（トリム）13～14

飯坂恵泉幼稚園
（2面）9～12

※屋内練習場整備のため利用不可
事業運営課（会議室1塁側）9～21

あづまＧＧ愛好会
13～15

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第15節(準備) 芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先） 1 金

2 土

年中行事
「たなばた」
10～12

吾妻パークゴルフ愛好
会（AC面）9～11

福島硬友クラブ（グラウンド）9～17
事業運営課（会議室1塁側）9～21

ＦＣシャイネン9～16 幸楽苑カップ白獅子旗争
奪第45回福島県児童ｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ大会県北予選7～17

幸楽苑カップ白獅子旗争
奪第45回福島県児童ｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ大会県北予選7～
17

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第15節
「福島ユナイテッドＦＣ対カターレ富山」
17時キックオフ

福島ユナイテッドFC 小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
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(成年の
部)(ﾘｰｸﾞ戦)（準備）15～17

★早朝営業日
テニ研ジュニア（2面）9～12、13
～15/若松第二中学校（4面）9
～15/秋元（1面）9～11/福島
西高校女子ソフトテニス部保護
者会（2面）9～13/福島ジュニア
ソフトテニスクラブ（2面）13～16

2 土

3 日

令和4年度福島歯科医師会親善野
球大会8～17

駐車場保守 幸楽苑カップ白獅子旗争
奪第45回福島県児童ｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ大会県北予選7～17

幸楽苑カップ白獅子旗争
奪第45回福島県児童ｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ大会県北予選7～
17

小学生交流大会(日清ｶｯﾌﾟ)県大会
6～17

小学生交流大会(日清ｶｯﾌﾟ)県大
会6～17

小学生交流大会(日清ｶｯﾌﾟ)県
大会6～17

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(成年の
部)(ﾘｰｸﾞ戦)7～17

★早朝営業日
オーストリッチＴＣ（1面）9～12/
福島西高校女子ソフトテニス部
保護者会（1面）9～13

3 日

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

福島県理容親善野球大会6～17 グラウンド整備 福島県理容親善野球大会
7～11
以降グラウンド整備

第65回福島県中学校体育大会（陸上競
技）8～21

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
カリメロＴ・Ｃ（1面）9～11 4 月

5 火
第65回福島県中学校体育大会（陸上競
技）8～21

第65回福島県中学校体育大会
（陸上競技）8～21

第65回福島県中学校体育大会
（陸上競技）8～17 5 火

6 水
福島リトルシニアチーム
（屋内両塁）19～21

第65回福島県中学校体育大会（陸上競
技）8～21

第65回福島県中学校体育大会
（陸上競技）8～21

第65回福島県中学校体育大会
（陸上競技）8～17 6 水

7 木
福島硬友クラブ
（屋内両塁）19～21

ASC生き生き10～12 第65回福島県中学校体育大会（陸上競
技）8～18

第65回福島県中学校体育大会
（陸上競技）6～17

第65回福島県中学校体育大会
（陸上競技）8～17 7 木

8 金
飯坂恵泉幼稚園
（予備日）

高野連13：30～準備あり あづまＧＧ愛好会
13～15

第65回福島県中学校体育大会（陸上競
技）（予備日）

第65回福島県中学校体育大会
（陸上競技）（予備日）

第65回福島県中学校体育大会
（陸上競技）（予備日）

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門部ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰ実技講習会8～17 8 金

9 土

福島硬友クラブ（屋内両塁）9～13
キャロッツ（屋内片塁）13～16

幸楽苑カップ白獅子旗争
奪第45回福島県児童ｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ大会県北予選
（予備日）

幸楽苑カップ白獅子旗争
奪第45回福島県児童ｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ大会県北予選（予備
日）

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）
公園ナイトラン＆ウォーク（トラック）17～21

芝養生作業のため利用不可
（トラック可）

第75回福島県総合体育大会
ｱｰﾁｪﾘｰ競技会(第77回国民体
育大会最終選考会)9～17

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門部ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰ実技講習会8～17

★早朝営業日
秋元（1面）9～11/テニ研ジュニア
（2面）9～12、13～15/福島ジュニ
アソフトテニスクラブ（2面）13～
16/福島東高校テニス部（4面）9～
13、15～16（3面）13～15

9 土

10 日

第4回マンスリーディス
クゴルフ大会
（スポイベ法面）10～12

第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会6～18

第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会6～18

第20回東北少年軟式野球
新人大会県北予選7～17

第4回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ
大会9～12

芝養生作業のため利用不可
（トラック可/17時以降貸切のみ可）
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ
（会議室③）13～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック可）

第75回福島県総合体育大会
ｱｰﾁｪﾘｰ競技会(第77回国民体
育大会最終選考会)8～17

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門部ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰ実技講習会8～17

★早朝営業日
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/
福島東高校テニス部（4面）9～16

10 日

11 月

ASC生き生き
（A面）13～15

第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会6～18

第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会6～18

あづまＤＧＰ愛好会
10～12

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）
施設管理課バラの育て方教室
（会議室全）9～16

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）

11 月

12 火
第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会6～18

第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会6～18 12 火

13 水

第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会（予備日）
福島リトルシニアチーム
（屋内両塁）19～21

第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会
（予備日）

第71回福島県総合体育大会兼第77回福
島県陸上競技選手権大会6～21

第71回福島県総合体育大会兼第
77回福島県陸上競技選手権大会
6～21

第71回福島県総合体育大会兼
第77回福島県陸上競技選手権
大会6～21

13 水

14 木
第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会（予備日）
福島硬友クラブ（屋内両塁）19～21

第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会
（予備日）

ASC生き生き10～12 第71回福島県総合体育大会兼第77回福
島県陸上競技選手権大会6～21

第71回福島県総合体育大会兼第
77回福島県陸上競技選手権大会
6～21

第71回福島県総合体育大会兼
第77回福島県陸上競技選手権
大会6～21

14 木

15 金
第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会（予備日）

第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会
（予備日）

あづまＧＧ愛好会
13～15

第71回福島県総合体育大会兼第77回福
島県陸上競技選手権大会6～21

第71回福島県総合体育大会兼第
77回福島県陸上競技選手権大会
6～21

第71回福島県総合体育大会兼
第77回福島県陸上競技選手権
大会6～21

15 金

16 土

信陵パークゴルフクラブ
（Ｃ面）9～12

第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会（予備日）

第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会
（予備日）

福島県還暦軟式野球ﾘｰｸﾞ
戦8～17

第71回福島県総合体育大会兼第77回福
島県陸上競技選手権大会6～21

第71回福島県総合体育大会兼第
77回福島県陸上競技選手権大会
6～21

第71回福島県総合体育大会兼
第77回福島県陸上競技選手権
大会6～21

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門部ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰ教室①8～17

★早朝営業日
秋元（1面）9～11/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（3面）9～17/福島ジュニア
ソフトテニスクラブ（2面）13～16

16 土

17 日

第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会6～18

第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会6～18

福島県還暦軟式野球ﾘｰｸﾞ
戦（予備日）

第71回福島県総合体育大会兼第77回福
島県陸上競技選手権大会6～21

第71回福島県総合体育大会兼第
77回福島県陸上競技選手権大会
6～21

第71回福島県総合体育大会兼
第77回福島県陸上競技選手権
大会6～21

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門部ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰ教室①8～17

★早朝営業日
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

17 日

18 月
「海の日」 第104回全国高等学校野球選手権

大会福島大会6～18
第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会6～18

第20回東北少年軟式野球
新人大会県北予選7～17

ASC生き生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）

芝養生作業のため利用不可
（トラック可）

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門部ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰ教室①8～17

★早朝営業日
テニ研ジュニア（2面）9～12、13
～15/ASCテニス（3面）10～12

18 月

19 火
第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会（予備日）

第104回全国高等学校野球選
手権大会福島大会（予備日） 19 火

20 水

第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会（予備日）
福島リトルシニアチーム
（屋内両塁）19～21

第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会
（予備日）

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）

20 水

21 木
第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会6～18
福島硬友クラブ（屋内両面）19～21

第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会6～18

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/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）

第65回福島県中学校体育大会
（ｿﾌﾄﾃﾆｽ）（全面）8～18 21 木

22 金
第104回全国高等学校野球選手権
大会福島大会（予備日）

第104回全国高等学校野球
選手権大会福島大会
（予備日）

あづまＧＧ愛好会
13～15

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第18節(準備) 芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）

第65回福島県中学校体育大会
（ｿﾌﾄﾃﾆｽ）（全面）8～18 22 金

23 土
体験行事
「昔のくらし」
9：30～12

県事業調整中 福島県還暦軟式選抜大会
8～17

福島県還暦軟式選抜大会
8～17

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第18節
「福島ユナイテッドＦＣ対ガイナーレ鳥取」
17時キックオフ

FC.ＭＯＳアミーゴ10～15 東北小学生・中学生アーチェ
リー大会9～17

第65回福島県中学校体育大会
（ｿﾌﾄﾃﾆｽ）（全面）8～18 23 土

24 日
第23回福島市ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙ
ﾌ大会(CD面)9～14

県事業調整中 駐車場保守 福島県還暦軟式選抜大会
8～15

芝養生作業のため利用不可（トラック可）
公園ナイトラン＆ウォーク（トラック）17～21

2022東北社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ券第
28回全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会福島県
大会9～17

東北小学生・中学生アーチェ
リー大会9～17

第65回福島県中学校体育大会
（ｿﾌﾄﾃﾆｽ）（全面）8～18 24 日

25 月
あづまＤＧＰ愛好会
（Ａ面）10～12

グラウンド整備 第68回福島県中学通信陸上7～19 第68回福島県中学通信陸上
7～19

第68回福島県中学通信陸上
7～19

令和4年度全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ合同ﾁｰﾑ大会直前合宿
7～17

第65回福島県中学校体育大会
（ｿﾌﾄﾃﾆｽ）（予備日） 25 月

26 火
第68回福島県中学通信陸上7～19 第68回福島県中学通信陸上

7～19
第68回福島県中学通信陸上
7～19

令和4年度全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ合同ﾁｰﾑ大会直前合宿
7～17

26 火

27 水
福島リトルシニアチーム
（屋内両塁）

第68回福島県中学通信陸上7～19 第68回福島県中学通信陸上
7～19

第68回福島県中学通信陸上
7～19

令和4年度全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ合同ﾁｰﾑ大会直前合宿
7～17

27 水

28 木
福島硬友クラブ（屋内両塁）19～21 ASC生き生き10～12 第68回福島県中学通信陸上7～19 第68回福島県中学通信陸上

7～19
第68回福島県中学通信陸上
7～19

令和4年度全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ合同ﾁｰﾑ大会直前合宿
7～17

ASCテニス（2面）10～12
28 木

29 金
あづまＧＧ愛好会
13～15

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第19節(準備) 芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先） 29 金

30 土
2022プロ野球イースタン・リーグ公式
戦（準備）9～18

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 第20回東北少年軟式野球
新人大会県北予選7～17

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第19節
「福島ユナイテッドＦＣ対ＦＣ今治」
17時キックオフ

全国中学校陸上大会強化合宿
7～17

福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会夏季合宿
8～17

ｹﾝｺｰｶｯﾌﾟ第22回中学･高校合
同研修大会（全面）7～18 30 土

31 日
「農作物収穫体
験」13～15

2022プロ野球イースタン・リーグ公式
戦7～23

駐車場保守 第20回東北少年軟式野球
新人大会県北予選7～17

TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT
福島大会8～20

TWOLAPS MIDDLE DISTANCE
CIRCUIT福島大会8～20

福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会夏季合宿
8～17

2022東北社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ兼
第28回全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会
福島県大会準決勝9～17

ｹﾝｺｰｶｯﾌﾟ第22回中学･高校合
同研修大会（全面）7～18 31 日

あづま総合運動公園月間行事予定表

★次回サービスデーは8月11日（木）「山の日」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） 7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。 ※6月21日17時現在（内容は変更することがあります）



2022 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 金
第75回福島県総合体育大会剣道競技
（全）7～21

第75回福島県総合体育大会剣道競技
（全）7～21

大笹生支援学校（2Ｃ）10～12/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/原美穂（1Ｃ）17～18

第75回福島県総合体育大会剣道競
技7～21

白河高校剣道部【14人】
1 金

2 土
第75回福島県総合体育大会剣道競技
（全）7～21

第75回福島県総合体育大会剣道競技
（全）7～21

空手同好会突蹴会16～18 ら・なたしおん（1Ｃ）10～12
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

第75回福島県総合体育大会剣道競
技7～21

白河高校剣道部【14人】
若松商業高校【13人】 2 土

3 日
第75回福島県総合体育大会剣道競技
（全）7～19

第75回福島県総合体育大会剣道競技
（全）7～19

第75回福島県総合体育大会剣道競
技7～19

みどりの教室（準備）（2室）13～21
3 日

4 月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
ＲＪ　ＳＯＬＡＲ（半面）19～21

リトルビクス（全）10～12
ASCラージ卓球（B面）13～15

ＡＳＣフラダンス10～12 ASC水中（２C）10～12/カルガモサークル
（1Ｃ）14～15/バタフライ（1Ｃ）15～17

みどりの教室「ラベンダースティック
作り」（2室）9～13

ASCリラックスヨガ（２室）13～15
4 月

5 火 5 火

6 水
第75回福島県総合体育大会バドミントン競技
（全）8～21

第75回福島県総合体育大会バドミントン競技
（全）8～21

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

ら・なたしおん（1Ｃ）9～10
大笹生支援学校（2Ｃ）10～12

第75回福島県総合体育大会バドミン
トン競技8～21

第75回福島県総合体育大会バドミン
トン競技（2室）8～21

健康づくり教室教室「ピラティスで身
体を整える」（2室）9～12 6 水

7 木
第75回福島県総合体育大会バドミントン競技（全）8～
19/ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21

第75回福島県総合体育大会バドミントン競技
（全）8～19

ＡＳＣ太極拳研究会9～10/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/原美穂（1Ｃ）18～20

令和4年度パークゴルフ指導者研修
会(県北ブロック第1回)8～12

第75回福島県総合体育大会バドミン
トン競技（2室）8～19

ＡＳＣパソコン教室（1室）10～12
ASCウォーキング（２室）13～15 7 木

8 金

福島県総合体育大会バスケットボール競技兼天皇
杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会福島
県予選（準備）（全）10～21

カルチャー教室「ピルビスワーク」（全）9～12/福島県
総合体育大会バスケットボール競技兼天皇杯・皇后
杯全日本バスケットボール選手権大会福島県予選
（準備）（全）12～21

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

聴覚支援学校福島校（2Ｃ）10～12/大笹生支援
学校（2Ｃ）10～12/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/原美穂（1Ｃ）17～18

福島県総合体育大会バスケットボール
競技兼天皇杯・皇后杯全日本バスケット
ボール選手権大会福島県予選（準備）13
～21

福島県総合体育大会バスケットボール
競技兼天皇杯・皇后杯全日本バスケット
ボール選手権大会福島県予選（準備）（2
室）13～21

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～」（2室）9～12/福
島県総合体育大会バスケットボール競技兼天皇
杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会福
島県予選（準備）（2室）13～21

8 金

9 土
福島県総合体育大会バスケットボール競技兼天皇
杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会福島
県予選（全）9～21

福島県総合体育大会バスケットボール競技兼天皇
杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会福島
県予選（全）9～21

こみち体操クラブ10～12、13～
16/空手同好会突蹴会16～18/Ｉ
＆Ａ18～21

ら・なたしおん（1Ｃ）10～12
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

福島県総合体育大会バスケットボール
競技兼天皇杯・皇后杯全日本バスケット
ボール選手権大会福島県予選9～21

福島県総合体育大会バスケットボール競技
兼天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール
選手権大会福島県予選（2室）9～21

福島県総合体育大会バスケットボール競技
兼天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール
選手権大会福島県予選（2室）9～21

9 土

10 日
福島県総合体育大会バスケットボール競技兼天皇
杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会福島
県予選（全）9～21

福島県総合体育大会バスケットボール競技兼天皇
杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会福島
県予選（全）9～21

デュエル9～10
こみち体操クラブ10～16

福島県総合体育大会バスケットボール
競技兼天皇杯・皇后杯全日本バスケット
ボール選手権大会福島県予選9～21

福島県総合体育大会バスケットボール競技
兼天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール
選手権大会福島県予選（2室）9～21

福島県総合体育大会バスケットボール競技
兼天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール
選手権大会福島県予選（2室）9～21

10 日

11 月

福島県総合体育大会バスケットボール競技兼天皇杯・皇后杯全
日本バスケットボール選手権大会福島県予選（全）9～19/ＦＯＲＴ
Ｅ福島ＦＣ（半面）19～21/ＨＡＮＤ（半面）19～21

福島県総合体育大会バスケットボール競技兼天皇
杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会福島
県予選（全）9～19

ASC健康体操＆ダンス13～15 ASC水中（２C）10～12/カルガモサークル
（1Ｃ）14～15/バタフライ（1Ｃ）15～17

福島県総合体育大会バスケットボール
競技兼天皇杯・皇后杯全日本バスケット
ボール選手権大会福島県予選9～19

福島県総合体育大会バスケットボール競技
兼天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール
選手権大会福島県予選（2室）9～19

福島県総合体育大会バスケットボール競技
兼天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール
選手権大会福島県予選（2室）9～19

11 月

12 火 12 火

13 水
9～13時まで空調利用不可
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 ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

ら・なたしおん（1Ｃ）9～10
大笹生支援学校（2Ｃ）10～12

ASCパソコン教室
（１室）10～12/13～15 13 水

14 木
NFCビバーチェ（半面）19～21
ＲＪ　ＳＯＬＡＲ（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・ポルドブラ13～
16/ASCヨガプラクティス18～20

ASC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/原美穂（1Ｃ）18～20

ASCパソコン教室（１室）10～12
ＰｅｔｉｔＦｌｅｕｒ（1室）13～16 14 木

15 金
ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

パラ・パワーリフティング強化合宿
（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

大笹生支援学校（2Ｃ）10～12/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/原美穂（1Ｃ）17～18

カルチャー教室「60代から始めるシ
ニア世代（定年退職後）のマネープラ
ン」13～16

カルチャー教室「アロマ石けんとアロ
マ重曹づくり」（2室）9～12 15 金

16 土
スーパースポーツゼビオプレゼンツ3×
3.EXEGAMEinFukushima2022（全）6～19

パラ・パワーリフティング強化合宿（全）9～15
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）17～20

こみち体操クラブ10～12、13～
16/空手同好会突蹴会16～18/Ｉ
＆Ａ18～21

夏休み期間のため貸切不可
個人利用のみ可～8/21

福島県障がい者スポーツ協会車い
すバスケットボールジュニア発掘事
業②9～21

スーパースポーツゼビオプレゼンツ3
×3.EXEGAMEinFukushima2022（2
室）6～19

スーパースポーツゼビオプレゼンツ3
×3.EXEGAMEinFukushima2022（2
室）6～19

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門部ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰ教室【40人】 16 土

17 日

第14回福島県小学生夏季ハンドボール交流大会（全）
8～18/第31回全日本ドッジボール選手権大会福島県
予選（準備）（全）19～21

パラ・パワーリフティング強化合宿
（全）9～21

サンヨー会10～12
こみち体操クラブ13～16

福島県障がい者スポーツ協会車い
すバスケットボールジュニア発掘事
業②9～21

「♯goodday yoga＆coffee」
（1室）10～13

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門部ﾗｸﾞﾋﾞｰ教
室【40人】
（ラウンジ）パラ・パワーリフティング
強化合宿利用あり

17 日

18 月
第31回全日本ドッジボール選手権大会福島県予選
（全）7～18/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）18～20/ＣＬＵ
Ｂビーンズ（1/3面）18～21

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/こみち体操クラブ（全）12～
13、15～20（Ａ面）13～15/ASCラージ卓球（B面）13
～15

ASCリラックスヨガ（２室）13～15
18 月

19 火 19 火

20 水
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）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

健康づくり教室「体と心を整えるヨガ
教室」（2室）9～12 20 水

21 木
第65回福島県中学校体育大会（ハンドボール）
（全）8～21

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・ポルドブラ13～
16/ASCヨガプラクティス18～20

株式会社クラシマ
12～17

ASCパソコン教室（１室）10～12 ASCウォーキング（２室）13～15
21 木

22 金
第65回福島県中学校体育大会（ハンドボール）
（全）8～21

福島成蹊高校バレーボール部（半面）9～17
福島東高校ダンス部（全）17～21

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/福島東高校ダンス部16～21

福島東高校ダンス部【58人】
22 金

23 土
第65回福島県中学校体育大会（ハンドボール）
（全）8～21

親子で楽しむからだあそび（全）9～13/畑スポーツ
（Ａ面）13～16/こみち体操クラブ（Ｂ）13～16（全）16
～17/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）17～21

デュエル9～10/こみち体操クラ
ブ10～12、13～16/Ｉ＆Ａ18～21

「♯goodday yoga＆coffee」（1室）10
～13/あづまＴｅｓｈｉ-ｇｏｔ市場実行委
員会（1室）10～17

23 土

24 日
第65回福島県中学校体育大会（ハンドボール）（全）8
～18/ＲＪ　ＳＯＬＡＲ（半面）19～21

福島県武術太極拳連盟2・3段1次試験（全）9～15
こみち体操クラブ（全）15～18

デュエル9～10/こみち体操クラ
ブ10～12、13～16

あづまＴｅｓｈｉ-ｇｏｔ市場実行委員会
（1室）10～17 24 日

25 月
令和4年度全国高等学校ラグビーフットボール合同
チーム大会直前合宿（全）7～21（雨天時）

ASCラージ卓球（B面）13～15 ASCフラダンス10～12
ASC健康体操＆ダンス13～15

ASCリラックスヨガ（２室）13～15 令和4年度全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ合同ﾁｰﾑ大会直前合宿
【94人】

25 月

26 火
令和4年度全国高等学校ラグビーフットボール合同
チーム大会直前合宿（全）7～21（雨天時）

令和4年度全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ合同ﾁｰﾑ大会直前合宿
【94人】

26 火

27 水
令和4年度全国高等学校ラグビーフットボール合同
チーム大会直前合宿（全）7～21（雨天時）

リトルビクス（全）13～15
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

株式会社クラシマ
12～17

ASCパソコン教室
（１室）10～12/13～15

令和4年度全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ合同ﾁｰﾑ大会直前合宿
【94人】

27 水

28 木
令和4年度全国高等学校ラグビーフットボール合同
チーム大会直前合宿（全）7～17（雨天時）/ＮＦＣビ
バーチェ（半面）19～21/ＲＪ　ＳＯＬＡＲ（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・ポルドブラ13～
16/ASCヨガプラクティス18～20

ASC手芸（２室）10～12
28 木

29 金

西部三育幼稚園（全）9～15/福島県総合体育大会バ
スケットボール競技スポーツ少年団体育大会(小学生
の部)（準備）（全）18～21

福島県総合体育大会バスケットボール競技スポーツ
少年団体育大会(小学生の部)（準備）（全）18～21

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

福島県総合体育大会バスケットボール
競技スポーツ少年団体育大会(小学生
の部)（準備）18～21

カルチャー教室「ブリザーブドフラワー」（2
室）13～16/福島県総合体育大会バスケット
ボール競技スポーツ少年団体育大会(小学
生の部)（準備）（2室）18～21

福島県総合体育大会バスケットボール
競技スポーツ少年団体育大会(小学生
の部)（準備）（2室）18～21 29 金

30 土
福島県総合体育大会バスケットボール競技スポーツ
少年団体育大会(小学生の部)（全）9～21

福島県総合体育大会バスケットボール競技スポーツ
少年団体育大会(小学生の部)（全）9～21

「♯goodday yoga＆coffee」9～12/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

福島県総合体育大会バスケットボール
競技スポーツ少年団体育大会(小学生
の部)9～21

福島県総合体育大会バスケットボール
競技スポーツ少年団体育大会(小学生
の部)（2室）9～21

福島県総合体育大会バスケットボール
競技スポーツ少年団体育大会(小学生
の部)（2室）9～21

福島県ｱｰﾁｪﾘｰ協会夏季合宿
【40人】 30 土

31 日
福島県総合体育大会バスケットボール競技スポーツ
少年団体育大会(小学生の部)（全）9～18

福島県総合体育大会バスケットボール競技スポーツ
少年団体育大会(小学生の部)（全）9～18

こみち体操クラブ10～15 福島県総合体育大会バスケットボール
競技スポーツ少年団体育大会(小学生
の部)9～18

福島県総合体育大会バスケットボール
競技スポーツ少年団体育大会(小学生
の部)（2室）9～18

福島県総合体育大会バスケットボール
競技スポーツ少年団体育大会(小学生
の部)（2室）9～18

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。 7月

あづま総合体育館月間行事予定表

管理課作業あり

管理課作業あり

管理課作業あり

★次回サービスデー8月11日（木）「山の日」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） ※6月21日現在（内容は変更することがあります）



2022 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・みんなのスタジアム 補助陸上競技場 第2多目的運動広場 スポーツイベント広場 庭球場

1 月
子どもみどりの教室
（スポイベ法面）9～13

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備 あづまＤＧＰ愛好会
10～12

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）

Me＆Yoiｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
ライン引きあり

Me＆Yoiｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
ライン引きあり

福島大学教育学部テニスOB
会（3面）12～15 1 月

2 火
日米対抗ソフトボール（準備） 日米対抗ソフトボール（準備） 日米対抗ソフトボール

（準備）
日米対抗ソフトボール
（準備）

管理課作業日（8面）
2 火

3 水
日米対抗ソフトボール（準備） 日米対抗ソフトボール（準備） 日米対抗ソフトボール

（準備）
日米対抗ソフトボール
（準備）

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）

管理課作業日（予備日）
3 水

4 木
日米対抗ソフトボール（準備） 日米対抗ソフトボール（準備） 日米対抗ソフトボール

（準備）
日米対抗ソフトボール
（準備）

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）

ASCテニス
（2面）10～12 4 木

5 金

日米対抗ソフトボール（準備） 日米対抗ソフトボール（準備） 日米対抗ソフトボール
（準備）

日米対抗ソフトボール
（準備）

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）
公園ナイトラン＆ナイトウォーク
（トラック）17～21

第25回Me＆Yoiｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（準備）7～21

第25回Me＆Yoiｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（準備）7～21

第25回Me＆Yoiｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（準備）7～21

5 金

6 土

信陵パークゴルフクラ
ブ（Ｃ面）9～12

日米対抗ソフトボール2022
17時開場19時試合開始

日米対抗ソフトボール2022 日米対抗ソフトボール
2022

日米対抗ソフトボール
2022

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降利用不可）
岩田クラブ（トラック・幅跳び）10～13
ソフトボール交流会（雨天時）
（走路・会議室全室）9～16

第25回Me＆Yoiｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
7～21

第25回Me＆Yoiｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
7～21

第25回Me＆Yoiｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
7～21

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

6 土

7 日

輝桜館
（サイクル・トリム）9～15

日米対抗ソフトボール2022
12時開場14時試合開始

日米対抗ソフトボール2022 日米対抗ソフトボール
2022

日米対抗ソフトボール
2022

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降利用不可）

第25回Me＆Yoiｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
7～21

第25回Me＆Yoiｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
7～21

第25回Me＆Yoiｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
7～21

テニ研ジュニア
（2面）9～12、13～15
オーストリッチ（1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

7 日

8 月
あづまＤＧＰ愛好会
（Ａ面）10～12

日米対抗ソフトボール（撤収） 日米対抗ソフトボール（撤収） 日米対抗ソフトボール
（撤収）

日米対抗ソフトボール
（撤収）

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降利用不可）

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先） 8 月

9 火
日米対抗ソフトボール（撤収） 日米対抗ソフトボール（撤収） 日米対抗ソフトボール

（撤収）
日米対抗ソフトボール
（撤収） 9 火

10 水
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降利用不可）

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先）

松韻学園福島高校ラグビー部
8～11/14～17

ASCテニス
（2面）10～12 10 水

11 木
「山の日」
☆サービスデー

年中行事「盆の行
事」10～12

☆トレーニング室サービスデー
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降利用不可）

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 松韻学園福島高校ラグビー部
8～11/14～17

☆サービスデー
11 木

12 金
令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会9～
21

福島スポーツネット9～12 松韻学園福島高校ラグビー部
8～11/14～17 12 金

13 土

福島成蹊高等学校　野球部
（グラウンド）7～17
株式会社ライツ・ツアー・サポート
（グラウンド）17～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会9～
21

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 テニ研ジュニア
（2面）9～12、13～15

13 土

14 日
株式会社ライツ・ツアー・サポート
（グラウンド）9～12
蓮根クラブ（グラウンド）12～15

令和４年度全国中学校体育大
会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会9～17

第34回県北軟式野球選手
権大会7～17

本田様9～16
（車の交流会）

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会9～
21

令和４年度全国中学校体育大会第
49回全日本中学校陸上競技選手
権大会9～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 テニ研ジュニア
（2面）9～12、13～15 14 日

15 月
令和４年度全国中学校体育大会第49
回全日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大
会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会9～17

グラウンド整備 グラウンド整備 令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会9～
21

令和４年度全国中学校体育大会第
49回全日本中学校陸上競技選手
権大会9～17

15 月

16 火
令和４年度全国中学校体育大会第49
回全日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大
会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会9～17

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会9～
21

令和４年度全国中学校体育大会第
49回全日本中学校陸上競技選手
権大会9～17

第49回東北総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技に向けた直前合宿・
練習①7～17

16 火

17 水
大会保守 令和４年度全国中学校体育大会第49

回全日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大
会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会9～17

大会保守 大会保守 令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会9～
21

令和４年度全国中学校体育大会第
49回全日本中学校陸上競技選手
権大会9～17

第49回東北総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技に向けた直前合宿・
練習①7～17

個人利用のみ可
17 水

18 木
大会保守 令和４年度全国中学校体育大会第49

回全日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大
会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会9～17

大会保守 大会保守 令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会9～
21

令和４年度全国中学校体育大会第
49回全日本中学校陸上競技選手
権大会9～17

第49回東北総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技に向けた直前合宿・
練習①7～17

個人利用のみ可
18 木

19 金
大会保守 令和４年度全国中学校体育大会第49

回全日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大
会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会9～17

大会保守 大会保守 令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会9～
21

令和４年度全国中学校体育大会第
49回全日本中学校陸上競技選手
権大会9～17

第49回東北総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技に向けた直前合宿・
練習②7～17

個人利用のみ可
19 金

20 土
「夜の民家園」
（夏まつり）15～20

大会保守 令和４年度全国中学校体育大会第49
回全日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大
会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会9～17

大会保守 大会保守 令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会9～
21

令和４年度全国中学校体育大会第
49回全日本中学校陸上競技選手
権大会9～17

第49回東北総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技に向けた直前合宿・
練習②7～17

個人利用のみ可
20 土

21 日
大会保守 令和４年度全国中学校体育大会第49

回全日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大
会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会9～17

大会保守 大会保守 令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会9～
21

令和４年度全国中学校体育大会第
49回全日本中学校陸上競技選手
権大会9～17

個人利用のみ可
21 日

22 月
あづまDGP愛好会
（A面）10～12

令和４年度全国中学校体育大会第49
回全日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大
会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会9～17

グラウンド整備 グラウンド整備 令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会9～
21

令和４年度全国中学校体育大会第
49回全日本中学校陸上競技選手
権大会9～17

22 月

23 火 23 火

24 水
福島県高野連講習会
（グラウンド）8～17

福島県古希軟式野球ﾘｰｸﾞ
戦8～17

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） 24 水

25 木

福島県高野連講習会
（グラウンド）8～17
福島硬友クラブ
（屋内2面）19～21

福島県古希軟式野球ﾘｰｸﾞ
戦（予備日）

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）

25 木

26 金
いいざか幼稚園
（幼児プール）10～11：30

福島西ロータリークラブ
（グラウンド）15～20

あづまＤＧＰ愛好会
13～15

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第22節(準備)7～21 芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先） 26 金

27 土

福島レッズベースボールクラブ
（グラウンド）9～17
福島地方環境事務所
（グラウンド）17～21
福島ボーイズ（屋内2面）9～16
福島硬友クラブ（屋内2面）16～19

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 第34回県北軟式野球選手
権大会7～17

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第22節7～21
「福島ユナイテッドＦＣ対ヴァンラーレ八戸」
17時キックオフ

芝養生作業のため利用不可
（トラック可）

福島市中学生Sﾘｰｸﾞ2022(第
3ｽﾃｰｼﾞ)
（全）8～17

27 土

28 日

(園内)あづま夕焼けパー
クマラソン2022（16：40ス
タート）/（スポイベ法面）/
第5回マンスリーディスク
ゴルフ大会

大会保守 あづま夕焼けパークマラソン2022
9～21

駐車場保守 第34回県北軟式野球選手
権大会7～17

第5回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙ
ﾌ大会10～12

あづま夕焼けパークマラソン2022
9～21
16：40スタート

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 2022福島県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
9～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 福島市中学生Sﾘｰｸﾞ2022(第
3ｽﾃｰｼﾞ)
（全）8～17 28 日

29 月
東北理容親善野球大会
6～17

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備 東北理容親善野球大会
6～12

あづまDGP愛好会
10～12

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） 29 月

30 火 30 火

31 水
第15回あづまｶｯﾌﾟﾊﾟｰｸ
ｺﾞﾙﾌ大会（準備）
（全面）13～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17～18時貸切のみ可）
初心者サッカー教室18～21（雨天時走路）

ＦＣ.ＭＯＳアミーゴ19～21
31 水

あづま総合運動公園月間行事予定表

8月★次回サービスデーは8月11日（木）「山の日」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。 ※7月20日13時現在（内容は変更することがあります）



2022 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 月
ＨＡＮＤ（半面）15～18
福島成蹊高校バレーボール部（1/3面）18～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

ASCラージ卓球（B面）13～15
ジャド卓球クラブ（全）19～21

夏休み期間のため貸切不可
個人利用のみ可
7/16～8/21

ASCリラックスヨガ（２室）13～15

1 月

2 火 2 火

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

福島工業高校バドミントン部（全）9～12
こたに様（全）13～18
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 3 水

4 木

学法福島高校女子ハンドボール部（全）9～17
小学生ハンドボール体験会（全）19～21
NFCビバーチェ（半面）19～21

福島工業高校バドミントン部（全）9～13（Ａ）13～18
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・ポルドブラ13～16
ASCヨガプラクティス18～20

ASCパソコン教室
（１室）10～12

ASCウォーキング（２室）13～15

4 木

5 金
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）9～18
福島成蹊高校バレーボール部（1/3面）18～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

ジャド卓球クラブ（全）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

エクシードコネクト
（2室）9～21 5 金

6 土
ＨＡＮＤ（半面）12～15/第5回開倫ユネスコ杯ドッジボール選手
権大会（準備）（全）19～21

福島県障がい者スポーツ協会県北支部チャレンジカップ
2022（全）8～14/こみち体操クラブ（全）14～17/8ｂａｌｌｅｒｓ
（全）17～21

空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ　18～21

エクシードコネクト
（2室）9～21

＃ｇｏｏｄｄａｙ　ｙｏｇａ＆ｃｏｆｆｅｅ
（1室）10～13 6 土

7 日
第5回開倫ユネスコ杯ドッジボール選手権大会
（全）7～18

第12回福島陳家溝太極拳道友会交流大会（全）8～13
こみち体操クラブ（全）13～17

第12回福島陳家溝太極拳道友会交流大会8
～13/こみち体操クラブ13～15

エクシードコネクト
（2室）9～21 7 日

8 月
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（1/3面）18～21/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

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

ASCリラックスヨガ（２室）13～15 東京農業大学第三高校ハンド
ボール部【16人】 8 月

9 火
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17 松韻学園福島高校ラグビー部

【35人】 9 火

10 水
吉井田小学校マーチングバンド部（全・控室④）9～17
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

大森ＣＡＧＥＲ（全）9～13、15～18
リトルビクス（全）13～15
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

松韻学園福島高校ラグビー部
【35人】 10 水

11 木
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）9～18
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/エンドウ様（Ａ面）14～15（全）15
～17/ASCラージ卓球（B面）13～15/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）17～21

☆サービスデー ☆サービスデー ASCパソコン教室
（１室）10～12

松韻学園福島高校ラグビー部
【35人】 11 木

12 金
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17
8ｂａｌｌｅｒｓ（1/3面）17～20
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

8ｂａｌｌｅｒｓ（全）9～20 フラレイラニカイ13～15 福島スポーツネット【35人】
霞ヶ浦高校【20人】
盛岡中央高【20人】

12 金

13 土
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17 イズムレッスン（全）9～12、14～17

8ｂａｌｌｅｒｓ（全）17～20
Ｉ＆Ａ　9～12 ＃ｇｏｏｄｄａｙ　ｙｏｇａ＆ｃｏｆｆｅｅ

（1室）10～13
霞ヶ浦高校【20人】
盛岡中央高校【20人】
イズムレッスン【10人】

13 土

14 日
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17 イズムレッスン（全）9～12

こみち体操クラブ（全）12～15
大森ＣＡＧＥＲ（全）15～19

こみち体操クラブ10～15

14 日

15 月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21 こみち体操クラブ（全）18～20

15 月

16 火
令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸
上競技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日
本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

第49回東北総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技に向けた直前合宿・
練習①【30人】

16 火

17 水
令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸
上競技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日
本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

第49回東北総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技に向けた直前合宿・
練習①【30人】

17 水

18 木
令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸
上競技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日
本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

令和４年度全国中学校体育大会
第49回全日本中学校陸上競技選
手権大会【94人】

18 木

19 金
令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸
上競技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日
本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

令和４年度全国中学校体育大会
第49回全日本中学校陸上競技選
手権大会【94人】

19 金

20 土
令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸
上競技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日
本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

令和４年度全国中学校体育大会
第49回全日本中学校陸上競技選
手権大会【94人】

20 土

21 日
令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸
上競技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日
本中学校陸上競技選手権大会9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

21 日

22 月
令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸上競
技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸
上競技選手権大会（全）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全日
本中学校陸上競技選手権大会9～21

ASC水中（２C）10～12
バタフライ（1Ｃ）15～17

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回全
日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

令和４年度全国中学校体育大会第49回
全日本中学校陸上競技選手権大会
（2室）9～21

22 月

23 火 管理課作業あり 23 火

24 水
早稲田大学チョコレッツ（全）9～12/吉井田小学校マーチングバ
ンド部（全）13～19/NFCビバーチェ（半面）19～21/南福島アウ
ルズ（半面）19～21

リトルビクス（全）13～15
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パソコン教室
（１室）10～12/13～15 24 水

25 木

早稲田大学チョコレッツ（全）9～13
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19
荒川区（教育委員会）（1/3面）19～20
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・ポルドブラ13～16
ASC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（1Ｃ）14～15
バタフライ（1Ｃ）17～18

ASC手芸（2室）10～12
ASCウォーキング（2室）13～15
荒川区（教育委員会）（2室）17～18

荒川区（【60人】

25 木

26 金
早稲田大学チョコレッツ（全）9～14
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19

8ｂａｌｌｅｒｓ（全）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

ASC水中（1C）13～15
バタフライ（1Ｃ）16～17 26 金

27 土
第87回県北バドミントン競技大会（全）8～21 第87回県北バドミントン競技大会（全）8～21 サンヨー会10～12

空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ　18～21

福島市中学生Ｓリーグ2022第3ステージ
8～21

＃ｇｏｏｄｄａｙ　ｙｏｇａ＆ｃｏｆｆｅｅ
（1室）10～13 27 土

28 日
第87回県北バドミントン競技大会（全）8～19
Ａｒｃｅｎｃｉｅｌ（全）19～21

第87回県北バドミントン競技大会（全）8～19 福島市中学生Ｓリーグ2022第3ステージ
8～17 28 日

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

ASCラージ卓球（B面）13～15 ASCフラダンス10～12
ASC健康体操＆ダンス13～15

視覚支援学校（1Ｃ）10～11
ASC水中（２C）10～12
バタフライ（1Ｃ）15～17

ASCリラックスヨガ（２室）13～15

29 月

30 火 管理課作業あり 30 火

31 水
管理課作業あり（貸出可）
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 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

31 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。 8月

あづま総合体育館月間行事予定表

★次回サービスデー8月11日（木）「山の日」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） ※7月20日13時現在（内容は変更することがあります）

管理課作業あり

福島教育企画合同会社（2室）9～21
（どちらか1日）
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