
2022 9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

ナイター営業開始予定
（※詳しくはＨＰでお知らせします）

1 木
(イチョウ並木）会津写遊庭（前撮り）
16：30～17：00

消防設備点検
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時以降トラック可） 1 木

2 金
大山小学校
（トリム）10：30～11：30
（雨天時メインギャラリー）

大山小学校
9～10：30

第18回西方部親善木球大
会兼第12回あづま杯木球
大会（準備）（全）15～17

東都大学野球秋季ﾘｰｸﾞ開幕戦
（準備）9～21

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）
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
（トラック作業優先/17時以降トラック可） 2 金

3 土
第18回西方部親善木球大
会兼第12回あづま杯木球
大会（全）9～17

東都大学野球秋季ﾘｰｸﾞ開幕戦
9～21

駐車場保守 福島陸協国体等に向けた
強化合宿11～17

駐車場保守 福島陸協国体等に向けた強化合宿
（走路含む）11～17
公園ナイトラン＆ウォーク（トラック）17～
21

福島陸協国体等に向けた強化合宿
11～17

福島陸協国体等に向けた
強化合宿11～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9
～17

令和4年度福島市中学生学年別ｿ
ﾌﾄﾃﾆｽ大会（全）8～17
※ナイター営業なし（予定）

3 土

4 日
第18回西方部親善木球大
会兼第12回あづま杯木球
大会（予備日）

クーラクーリアンテサンパレス（グラ
ウンド）11～12/福島レッズベース
ボールクラブ（グラウンド）12～17

駐車場保守 福島陸協国体等に向けた
強化合宿8～13

駐車場保守 福島陸協国体等に向けた強化合宿
（走路含む）8～13
公園ナイトラン＆ウォーク（トラック）17～
21

福島陸協国体等に向けた強化合宿
8～13

福島陸協国体等に向けた
強化合宿8～13

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門
部ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室②8～17

令和4年度福島市中学生学年別ｿ
ﾌﾄﾃﾆｽ大会（全）8～17
※ナイター営業なし（予定）

4 日

5 月
ASC生き生き（A面）13～15 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備 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）
芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

ASCテニス（３面）10～12
5 月

6 火 消防設備点検 6 火

7 水
(園内)第65回福島県中学校体育大
会県北地区予選会（駅伝競走）（準
備）15～21

第65回福島県中学校体育大会県北地区
予選会（駅伝競走）（準備）15～21

第65回福島県中学校体育大会県北地
区予選会（駅伝競走）（準備）15～21 7 水

8 木
(園内)第65回福島県中学校体育大
会県北地区予選会（駅伝競走）

ASC生き生き（A面）10～12 第65回福島県中学校体育大会県北地区
予選会（駅伝競走）6～17

第65回福島県中学校体育大会県北地
区予選会（駅伝競走）6～17 8 木

9 金

(園内)第65回福島県中学校体育大
会県北地区予選会（駅伝競走）予備
日/視覚支援学校（サイクル）10～
12：45（雨天時9/16実施）

信陵パークゴルフクラブ
（Ａ面）9～12

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

第65回福島県中学校体育大会県北地区
予選会（駅伝競走）（予備日）6～17/明治
安田生命J3ﾘｰｸﾞ第24節(準備)17～21

第65回福島県中学校体育大会県北地
区予選会（駅伝競走）予備日 9 金

10 土
年中行事
「おつきみ」
10～12

第16回市町村対抗福島県軟式野球
大会
6～17

駐車場保守 第23回県北軟式野球王
座決定戦7～17

駐車場保守 明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第24節
「福島ユナイテッドＦＣ対松本山雅ＦＣ」
17時キックオフ

芝養生作業のため利用不可
（トラック可）

第18回シブヤカップアー
チェリー大会9～17

福島STクラブ（2面）9～12/福島東
高校テニス部（4面）9～16/福島
ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（2面）13～16

10 土

11 日
第6回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ大
会(D面)10～12

第16回市町村対抗福島県軟式野球
大会
6～17

駐車場保守 第23回県北軟式野球王
座決定戦7～17

駐車場保守 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兼2022福島
県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ9～17

第18回シブヤカップアー
チェリー大会8～18

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

11 日

12 月

あづまDGP愛好会（A面）
10～12/ASC生き生き（A
面）13～15

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備 芝養生作業のため利用不可
（17時以降貸切のみ可）
第41回福島市小学校体育大会陸上競技
大会会場練習会（トラック、走路）12～17

FC.MOSアミーゴ19～21 第41回福島市小学校体育
大会陸上競技大会会場練
習会12～17 12 月

13 火 佐倉小学校（トリム、木陰）10～13 13 火

14 水

蓬莱東小学校
（トリム）9～13
（雨天時メインギャラリー）
鈴木様（車両撮影）（イチョウ並木）

ASCパソコン教室
（会議室1塁）10～12/13～15

芝養生作業のため利用不可
（17時以降貸切のみ可）
第41回福島市小学校体育大会陸上競技
大会会場練習会（トラック、走路）12～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

第41回福島市小学校体育
大会陸上競技大会会場練
習会12～17 14 水

15 木
ASC生き生き（A面）10～12 NTT労組退職者の

会福島地区協議会
9～14（ＧＧ）

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時以降トラック可） 15 木

16 金
杉妻小学校
（トリム、巨石）11～13
（雨天時メインギャラリー）

玉川第一小学校
9：30～10：30

第74回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会（会議室1室）13～16

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）
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
（トラック作業優先/17時以降トラック可） 16 金

17 土
第74回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会6～18

第74回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会6～18

第23回県北軟式野球王
座決定戦7～17

第3回東北希望の襷ﾏﾗｿﾝ福島大会
（準備）13～21

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2021(第4ｽﾃｰ
ｼﾞ)（全）8～17
※ナイター営業なし（予定）

17 土

18 日
（園内）第3回東北希望の襷ﾏﾗｿﾝ福
島大会

「糸取り・機織り」
13～15

第74回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会6～18

第74回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会6～18

第23回県北軟式野球王
座決定戦7～17

第3回東北希望の襷ﾏﾗｿﾝ福島大会
6～17

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11～15

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（ｽ
ｸｰﾙの部）6～17

福島市中学生Sﾘｰｸﾞ2021(第4ｽﾃｰ
ｼﾞ)（全）8～17
※ナイター営業なし（予定）

18 日

19 月

「敬老の日」 サンパレス（前撮り）13～ 第74回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会6～18

第74回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会6～18

第23回県北軟式野球王
座決定戦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/17時以降貸切のみ可）

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 ASCテニス（３面）10～12/テニ研
ジュニア（2面）9～12、13～15/福
島東高校テニス部（4面）9～10（2
面）10～12（4面）12～16

19 月

20 火
第74回秋季東北地区高等学校野球福
島県大会（予備日）

第74回秋季東北地区高等学
校野球福島県大会（予備日） 20 火

21 水

ミノリエ（イチョウ並木）15：30～16
金谷川小学校
（ピクニック広場）11～12

ミノリエ（前撮り）16～16：30 第74回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会（予備日）

第74回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会（予備
日）

芝養生作業のため利用不可
（17時以降貸切のみ可）
第41回福島市小学校体育大会陸上競技
大会会場練習会（トラック、走路）12～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

第41回福島市小学校体育
大会陸上競技大会会場練
習会12～17 21 水

22 木

五箇小学校（トリム）12～15
伊達小学校（トリム、巨石）9：25～13
金谷川小学校
（トリム、巨石）9～12
（サイクル）10～11

ASC生き生き（A面）10～12 第74回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会6～18

第74回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会6～18

めばえ幼稚園運動会
7～14

芝養生作業のため利用不可
（17時以降貸切のみ可）
秋を楽しむ寄せ植え（会議室全室）9～13
第41回福島市小学校体育大会陸上競技
大会会場練習会（トラック、走路）12～17

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

第41回福島市小学校体育
大会陸上競技大会会場練
習会12～17 22 木

23 金
「秋分の日」
(園内)マスターズ駅伝

第74回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会（予備日）

第74回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会（予備
日）

福島陸協国体等に向けた
強化合宿11～17

めばえ幼稚園運動
会7～14

マスターズ駅伝（走路含む）8～13
福島陸協国体等に向けた強化合宿
（走路含む）13～17

福島陸協国体等に向けた強化合宿
11～17

福島陸協国体等に向けた
強化合宿11～17

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門
部ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室③8～17

FGテニス班（2面）9～12
23 金

24 土
あづまちびっこﾊﾟｰｸ（準備）
（全）7～17

第74回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会6～18

第74回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会6～18

福島陸協国体等に向けた
強化合宿8～13

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第26節(準備)7～21 福島陸協国体等に向けた強化合宿
8～13

福島陸協国体等に向けた
強化合宿8～13

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門
部ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室③8～17

第46回県北高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ学年
別大会（全）8～17
※ナイター営業なし（予定）

24 土

25 日
体験行事
「わら細工」
10～12

あづまちびっこﾊﾟｰｸ
（全）7～17

第74回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会6～18

第74回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会6～18

第23回県北軟式野球王
座決定戦7～17

（株）アクシブ
9～17

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第26節
「福島ユナイテッドＦＣ対ギラヴァンツ北九
州」13時キックオフ

芝養生作業のため利用不可
（トラック可）

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

東北地区大学ラグビー
リーグ戦
9～15

Rinbow Tennis Club（3面）10～15/
オーストリッチTC（1面）9～12 25 日

26 月

第74回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会（予備日）

第74回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会（予備
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
（17時以降貸切のみ可）
第41回福島市小学校体育大会陸上競技
大会会場練習会（トラック）12～17

FC.MOSアミーゴ19～21 第41回福島市小学校体育
大会陸上競技大会会場練
習会12～17 26 月

27 火
第74回秋季東北地区高等学校野球福
島県大会（予備日）

第74回秋季東北地区高等学
校野球福島県大会（予備日） 27 火

28 水
大森小学校
（トリム）11～13

大森小学校
9：30～11
13：30～15

吾妻パークゴルフ愛好会
（AC面）9～11

第74回秋季東北地区高等学校野球
福島県大会（予備日）

第74回秋季東北地区高等
学校野球福島県大会（予備
日）

福島市立大森小学校
（会議室全室）11～13（雨天時）
初心者サッカー教室18～21（雨天時走路）

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可） 28 水

29 木

飯坂小学校（トリム）9～10：30
（サイクル）10：30～11：30
（雨天時体育館2階ホール）
大笹生小学校（サイクル）10～12
（大駐車場）全国大陶器市(準備)

ASC生き生き（A面）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/17時以降トラック可）

29 木

30 金

（大駐車場）全国大陶器市(準備) ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

東北地区大学体育大会
（陸上競技の部）
9～21

東北地区大学体育大会
（陸上競技の部）9～21

第57回県北地区高等学校
総合体育大会兼第68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

30 金

★次回サービスデーは10月10日（月）「スポーツの日」です（※庭球場は10月1日（土）に実施）★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） 9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。 ※8月17日15時現在（内容は変更することがあります）

あづま総合運動公園月間行事予定表



2022 9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
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

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
ASCヨガプラクティス18～20

ASC水中（２C）10～12、15～17/視覚
支援学校（1Ｃ）10～11/新婦人水中
ウォーキング（1Ｃ）10～12

ASCパソコン教室
（B室）10～12

ASCウォーキング
（２室）13～15 1 木

2 金
東日本大震災復興祈念第11回登龍杯全国選抜剣道大会
（準備）（全）15～21

東日本大震災復興祈念第11回登龍杯全国選抜
剣道大会（準備）15～21

ASCリズムビクス10～12/ASC太極拳13
～15/東日本大震災復興祈念第11回登
龍杯全国選抜剣道大会（準備）15～21

聴覚支援学校（2Ｃ）10～12
リズムスイミング（1Ｃ）12～13
ASC水中（１C）13～15

東日本大震災復興祈念第11
回登龍杯全国選抜剣道大会
（準備）15～21

東日本大震災復興祈念第11回登
龍杯全国選抜剣道大会
（準備）（2室）15～21

東日本大震災復興祈念第
11回登龍杯全国選抜剣道
大会(94人)

2 金

3 土
東日本大震災復興祈念第11回登龍杯全国選抜剣道大会
（全）7～21

東日本大震災復興祈念第11回登龍杯全国選抜
剣道大会（全）7～21

東日本大震災復興祈念第11回登龍杯全
国選抜剣道大会7～21

なかよしスイミングクラブ
（2Ｃ）19～20

東日本大震災復興祈念第11
回登龍杯全国選抜剣道大会
7～21

東日本大震災復興祈念第11回登
龍杯全国選抜剣道大会
（2室）7～21

「＃ｇｏｏｄｄａｙ　ｙｏｇａ　＆　ｃ
ｏｆｆｅｅ」（1室）10～13

東日本大震災復興祈念第
11回登龍杯全国選抜剣道
大会(94人)

3 土

4 日
東日本大震災復興祈念第11回登龍杯全国選抜剣道大会
（全）7～20

東日本大震災復興祈念第11回登龍杯全国選抜
剣道大会（全）7～20

東日本大震災復興祈念第11回登龍杯全
国選抜剣道大会7～20

東日本大震災復興祈念第11
回登龍杯全国選抜剣道大会
7～20

東日本大震災復興祈念第11回登
龍杯全国選抜剣道大会
（2室）7～20

東日本大震災復興祈念第
11回登龍杯全国選抜剣道
大会(94人)

4 日

5 月
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19/ＩＮＮＯＶＡＴ
ＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21/ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21

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

ASCフラダンス10～12
健康づくり教室「立体ピラティス」13～16

ASC水中（２C）10～12 カルチャー教室「ミニ素焼き鉢に
多肉植物を植えよう」（2室）9～12

ASCリラックスヨガ
（２室）13～15 5 月

6 火 6 火

7 水
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

リトルビクス（全）10～12
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

ASCパソコン教室
（B室）10～12/13～15

健康づくり教室「リラクゼー
ションヨガ」（2室）13～16 7 水

8 木
西部三育幼稚園（全）9～15
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）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・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 ASCパソコン教室
（B室）10～12 8 木

9 金

野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～17
第27回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁﾋﾞｯ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（準備）（全）17～21

経営企画課（全）9～12/第27回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁ
ﾋﾞｯ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（準備）（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

聴覚支援学校（2Ｃ）10～12
リズムスイミング（1Ｃ）12～13
ASC水中（１C）13～15
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）18～20

福島県高等学校野球連盟
9～17

ＡＳＣ理事会（2室）10～12/カル
チャー教室「プリザーブドフラワー
で作る仏花教室」（2室）13～16 9 金

10 土
第27回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁﾋﾞｯ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（全）8～21

第27回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁﾋﾞｯ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（全）8～21

こみち体操クラブ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＆Ａ　18～21

なかよしスイミングクラブ
（2Ｃ）19～20

ＡＳＣ太極拳研究会
（2室）13～15

「＃ｇｏｏｄｄａｙ　ｙｏｇａ　＆　ｃ
ｏｆｆｅｅ」（1室）10～13 10 土

11 日
第27回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁﾋﾞｯ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（全）8～17
Ａｒｃｅｎｃｉｅｌ（全）17～21

第27回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁﾋﾞｯ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（全）8～17

こみち体操クラブ9～12、13～16 福島市水泳連盟（7Ｃ）8～10
11 日

12 月
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19/ＩＮＮＯＶＡＴ
ＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21/ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（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健康体操＆ダンス13～15

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

13 火 点検作業 13 火

14 水
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19/ＩＮＮＯＶＡＴ
ＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21/ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21

蓬莱東小学校（全）9～13（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

福島医療生協（1Ｃ）10～11 経営企画課
9～16 14 水

15 木
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）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・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
新婦人水中ウォーキング（1Ｃ）10～12

青葉学園
9～12

ASCパソコン教室
（B室）10～12

ASCウォーキング
（２室）13～15 15 木

16 金
福島愛隣幼稚園（全）9～14/第9回全日本女子総合選手権
大会福島県予選兼第5回秋の小学生ドッジボール選手権
（準備）（全）19～21

杉妻小学校（全）11～13（雨天時）
パンジー（Ｂ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

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

バラの育て方教室
（2室）9～16

西部三育幼稚園
（2室）9～12 16 金

17 土
第9回全日本女子総合選手権大会福島県予選兼第5回秋の
小学生ドッジボール選手権（全）7～18/ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半
面）18～21/ＴＥＡＭ　ＥＡＲＴＨ（1/3面）18～21

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）17～21

サンヨー会10～12
フラレイラニカイ12～18
Ｉ＆Ａ　18～21

なかよしスイミングクラブ
（2Ｃ）19～20

「＃ｇｏｏｄｄａｙ　ｙｏｇａ　＆　ｃ
ｏｆｆｅｅ」（1室）10～13

東北希望の襷マラソン
（94人） 17 土

18 日
第40回福島県マーチングフェスティバル
（準備･リハーサル）（全）9～21

第40回福島県マーチングフェスティバル
（準備･リハーサル）（全）9～21

第40回福島県マーチングフェスティバル
（準備･リハーサル）9～21

福島市水泳連盟（7Ｃ）8～10 第40回福島県マーチングフェ
スティバル（準備･リハーサ
ル）9～21

第40回福島県マーチングフェス
ティバル（準備･リハーサル）
（2室）9～21

第40回福島県マーチング
フェスティバル（準備･リ
ハーサル）（2室）9～21

東北希望の襷マラソン
（94人） 18 日

19 月
第40回福島県マーチングフェスティバル（全）7～19
ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21
ＨＡＮＤ（半面）19～21

第40回福島県マーチングフェスティバル
（全）7～19

第40回福島県マーチングフェスティバル
7～19

ASC水中（２C）10～12 第40回福島県マーチングフェ
スティバル7～19

第40回福島県マーチングフェス
ティバル（2室）7～19

第40回福島県マーチング
フェスティバル（2室）7～19 19 月

20 火 暗幕・吊物点検 20 火

21 水
愛隣幼稚園運動会（全）9～14/南福島アウルズ（半面）19～
21/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（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

金谷川小学校（2Ｃ）13～15 ASCパソコン教室（B室）10～12、
13～15/カルチャー教室「はじめて
の川柳」（2室）17～21

金谷川小学校（13人）
21 水

22 木
めばえ幼稚園運動会(全)7～14
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21

金谷川小学校（全）9～12（雨天時）/五箇小学校
（Ａ面）12～15/ASCラージ卓球（B面）13～15/8ｂ
ａｌｌｅｒｓ（全）19～21

ASC太極拳10～12
ASCピラティス・ポルドブラ13～16
こみち体操クラブ19～21

ASC水中（２C）10～12、15～17 ASCパソコン教室
（B室）10～12 22 木

23 金

第2回ボッチャオープンチャンピオンシップ
（全）9～21

第2回ボッチャオープンチャンピオンシップ
（全）9～21

第2回ボッチャオープンチャンピオンシッ
プ9～21

ASC水中（１C）13～15
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）18～20

第2回ボッチャオープンチャン
ピオンシップ9～21

第2回ボッチャオープンチャンピオ
ンシップ（2室）9～21

福島陸協国体等に向けた
強化合宿(50人)
東京多摩ココナ（5人）
所沢ボッチャクラブ（6人）
栃木ボッチャスターズ（2人）

23 金

24 土

第2回ボッチャオープンチャンピオンシップ
（全）9～21

第2回ボッチャオープンチャンピオンシップ
（全）9～21

第2回ボッチャオープンチャンピオンシッ
プ9～21

ドリーム河内Ｊｒ
（2Ｃ）10～12、15～17

第2回ボッチャオープンチャン
ピオンシップ9～21

第2回ボッチャオープンチャンピオ
ンシップ（2室）9～21

「＃ｇｏｏｄｄａｙ　ｙｏｇａ　＆　ｃ
ｏｆｆｅｅ」（1室）10～13

ドリーム河内Ｊｒ（25人）
東京多摩ココナ（5人）
所沢ボッチャクラブ（6人）
栃木ボッチャスターズ（2人）

24 土

25 日
第2回ボッチャオープンチャンピオンシップ
（全）9～21

第2回ボッチャオープンチャンピオンシップ
（全）9～21

第2回ボッチャオープンチャンピオンシッ
プ9～21

福島市水泳連盟（7Ｃ）8～10
ドリーム河内Ｊｒ（2Ｃ）10～12

第2回ボッチャオープンチャン
ピオンシップ9～21

第2回ボッチャオープンチャンピオ
ンシップ（2室）9～21 25 日

26 月
愛隣幼稚園（全）9～14/ＨＡＮＤ（半面）17～19/ＩＮＮＯＶＡＴＩ
ＯＮ．ＦＣ（半面）19～21/ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21

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

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

ASC水中（２C）10～12 ASCリラックスヨガ
（２室）13～15 26 月

27 火
令和4年度福島支部中学校新人総合体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競
技（全）7～17 27 火

28 水
令和4年度福島支部中学校新人総合体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競
技（全）8～17/南福島アウルズ（半面）19～21/ＮＦＣビバー
チェ（半面）19～21

健康づくり教室「ピラティスで身体を整える」（全）
9～12/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
（B室）10～12/13～15 28 水

29 木
大笹生支援学校（1/3面）10～12
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21

飯坂小学校（全）9～13（雨天時）
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
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 ㈱クラシマ
12～17

ASC手芸（２室）10～
12/ASCウォーキング（２室）
13～15

29 木

30 金
愛隣幼稚園運動会（全）7～14
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21

経営企画課（全）9～12 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
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）18～20

カルチャー教室「イデコとニー
サのしくみと始め方」13～16 30 金

★次回サービスデーは10月10日（月）「スポーツの日」です（※庭球場は10月1日（土）に実施）★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） ※8月17日15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。 9月

あづま総合体育館月間行事予定表

消防設備点検



2022 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 土

全国大陶器市【10/1～10/10開催】
（大駐車場）
ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ2022福島

吾妻パークゴルフ愛好会（Ａ
Ｃ面）9～11/第66回福島市
民体育祭木球競技（準備）
（AC面）15～17

第16回市町村対抗福島県軟式野球
大会6～17

ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ2022
福島

第14回福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰ
ﾂ少年団女子県大会7～17

第14回福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰ
ﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団女子
県大会7～17

東北地区大学体育大会（陸上競技の部）
9～21

東北地区大学体育大会（陸上競技の部）
9～21

第57回県北地区高等学校総合
体育大会兼第68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8～15

☆サービスデー

1 土

2 日

全国大陶器市（大駐車場）
ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ2022福島

年中行事
「稲刈り・脱穀」
「収穫祭」9：30～12

第66回福島市民体育祭
木球競技（AC面）8～14

福島商業高校野球部創部100周年
記念事業招待試合7～17

ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ2022
福島

第14回福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰ
ﾂ少年団女子県大会
（予備日）

第14回福島県ｿﾌﾄﾎﾞｰ
ﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団女子
県大会（予備日）

東北地区大学体育大会（陸上競技の部）
9～21

東北地区大学体育大会（陸上競技の部）
9～21

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8～17

第57回県北地区高等学校総合
体育大会兼第68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8～15

第32回東北小学生学年別ｿﾌﾄ
ﾃﾆｽ大会
（全）7～17（4面）17～18

2 日

3 月
全国大陶器市（大駐車場） 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時以降トラック可） 3 月

4 火
全国大陶器市（大駐車場） 第41回福島市小学校体育大

会陸上競技大会（準備）13～
17

第41回福島市小学校体育大会陸上競技
大会（準備）13～21

第41回福島市小学校体育大会陸上競技
大会（準備）13～21 4 火

5 水
全国大陶器市（大駐車場） 経営企画課

（会議室③）13～17
第41回福島市小学校体育
大会陸上競技大会6～17

第41回福島市小学校体育大会陸上競技
大会6～17

第41回福島市小学校体育大会陸上競技
大会6～17

福島成蹊高校テニス部
（3面）14～17 5 水

6 木
全国大陶器市（大駐車場） 福島硬友クラブ（屋内片面）19～21 第41回福島市小学校体育大

会陸上競技大会（予備日）
第41回福島市小学校体育大会陸上競技
大会（予備日）

第41回福島市小学校体育大会陸上競技
大会（予備日）

第56回福島県高等学校新人体
育大会ﾃﾆｽ競技（全）7～18 6 木

7 金
全国大陶器市（大駐車場）/原町第三
小学校（球場周辺）10～12/ＡＳＣＧＧ
愛好会（木陰）13～15

原町第三小学校（見学）10～12 第21回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会
（準備）12～21

第21回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会
（準備）12～21

第21回福島県特別支援
学校ｽﾎﾟｰﾂ大会
（準備）12～21

第56回福島県高等学校新人体
育大会ﾃﾆｽ競技（全）7～18 7 金

8 土
全国大陶器市（大駐車場） 「お手玉づくり」

10～14
～10/10まで

信陵パークゴルフ（Ｃ面）
10～12（Ａ面）12～14

第16回市町村対抗福島県軟式野球
大会7～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 第51回福島県軟式野球連盟
会長旗争奪軟式野球大会
7～17

第21回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会7～17/
公園ナイトラン＆ナイトウォーク17～21

第21回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会
7～17

第21回福島県特別支援
学校ｽﾎﾟｰﾂ大会7～17

第56回福島県高等学校新人体
育大会ﾃﾆｽ競技（全）7～18 8 土

9 日
全国大陶器市（大駐車場）/ウォーク＆レ
ク2022（園内）/第7回マンスリーディスクゴ
ルフ大会（スポイベ法面）10～12

「オリジナルカレン
ダーづくり」
～11/3まで

第16回市町村対抗福島県軟式野球
大会7～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 第51回福島県軟式野球連盟
会長旗争奪軟式野球大会
7～17

第7回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽｸｺﾞ
ﾙﾌ大会10～12

芝養生作業のため利用不可（トラック可)
U13福島県陸上教室（トラックのみ）9～12
公園ナイトラン＆ナイトウォーク17～21

ＦＣシャイネン福島9～16 第56回福島県高等学校新人体
育大会ﾃﾆｽ競技（全）7～18 9 日

10 月
全国大陶器市（大駐車場）
サービスデー♪
子どもサイクルフェスタ2022

ＡＳＣ生き生き
（1面）13～15

ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022（準備） 小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 イベント保守 イベント保守 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）
トレーニング室サービスデー♪

イベント保守 ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022
（準備）

中央ドリマジュニアサッ
カークラブ9～16

第32回東北小学生学年別ｿﾌﾄ
ﾃﾆｽ大会（予備日） 10 月

11 火
全国大陶器市(撤収)（大駐車場）
松川小学校（トリム、巨石）9：30～15

ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022（準備） イベント保守 ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022
（準備） 11 火

12 水
すみよし保育園
（トリム、木陰）10～13

ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022（準備） イベント保守 イベント保守 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）

イベント保守 ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022
（準備）

イベント開催のため利用不可
12 水

13 木
清明小学校（トリム）9：30～11（サイク
ル）11～12（雨天時ギャラリー）

(自由利用）さくらみなみ保
育園（主にＡ面）9：30～12

ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022（準備） イベント保守 イベント保守 イベント保守 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）

イベント保守 ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022
（準備）

イベント開催のため利用不可
13 木

14 金

（すみよし保育園10/12の予備日）
（清明小学校10/13の予備日）
鳥川小学校（トリム）9～11
郷野目こども園（トリム）10～13
ＡＳＣＧＧ愛好会（木陰）13～15

ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022（準備） イベント保守 イベント保守 イベント保守 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17～21

イベント保守 ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022
（準備）

イベント開催のため利用不可

14 金

15 土
ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022 イベント保守 ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022 イベント保守 イベント保守 イベント保守 明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第29節(準備)

7～21
イベント保守 ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022 県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門部ﾗ

ｸﾞﾋﾞｰ教室④8～17
イベント開催のため利用不可

15 土

16 日
ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022 イベント保守 ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022 イベント保守 イベント保守 イベント保守 明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第29節

「福島ユナイテッドＦＣ対カマタマーレ讃岐」
7～18

イベント保守 ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022 東北地区大学ﾗｸﾞﾋﾞｰﾘｰｸﾞ
戦9～16

イベント開催のため利用不可
16 日

17 月
（松川小学校10/11の予備日）
（鳥川小学校10/14の予備日）

あづまDGP愛好会（1面）
10～12/ASC生き生き（1
面）13～15

ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022（撤収） イベント保守 イベント保守 イベント保守 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）

イベント保守 ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022
（撤収）

イベント開催のため利用不可
17 月

18 火
ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022（撤収） ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022

（撤収） 18 火

19 水
笹谷小学校（サイクル）10～11：30（ト
リム）11：30～14/蓬莱小学校（トリム）
8：10～10：40

ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022（撤収） イベント保守 イベント保守 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）

イベント保守 ＬＩＶＥ　ＡＺＵＭＡ　2022
（撤収）

イベント開催のため利用不可

19 水

20 木
セントヴェルジェ教会（イチョウ並木）12～
13/わたり幼稚園（雨天時2階ホール）/杉
妻幼稚園（トリム、巨石）9～13

（自由利用）わたり幼稚
園9：40～12：20

松韻学園福島高校ラグビー
部9～13

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/17時以降トラック可） 20 木

21 金

★イチョウ光のプロムナードライトアップ
（火曜日を除く11/13まで）/第11回あづま
Teshi-got市場（準備）（イチョウ並木）/清
水小学校（トリム）9～13：40（雨天時ギャ
ラリー）/こども園上保原（木陰）12～14
（雨天時ギャラリー）/さゆりこども園（サイ
クル）10：30～11：30/ＡＳＣＧＧ愛好会（木
陰）13～15

（自由利用）
さゆりこども園9：30～12

第33回秋季県北支部高等学校野球
選手権大会6～18

第33回秋季県北支部高等
学校野球選手権大会6～18

第11回あづまTeshi-got市場
（準備）

第11回あづまTeshi-
got市場（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時以降トラック可）

21 金

22 土
第11回あづまTeshi-got市場
（イチョウ並木）

秋まつり
10～16

イベント保守 第33回秋季県北支部高等学校野球
選手権大会6～18

第33回秋季県北支部高等
学校野球選手権大会6～18

第11回あづまTeshi-got市場 第11回あづまTeshi-
got市場

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第30節(準備)
7～21

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⑤8～17

福島ＳＴクラブ（2面）9～12
テニ研ジュニア（4面）9～16 22 土

23 日
第11回あづまTeshi-got市場
（イチョウ並木）

年中行事
「子ども秋まつり」
10～12：30

イベント保守 第33回秋季県北支部高等学校野球
選手権大会6～18

第33回秋季県北支部高等
学校野球選手権大会6～18

第11回あづまTeshi-got市場 第11回あづまTeshi-
got市場

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第30節
「福島ユナイテッドＦＣ対鹿児島ユナイテッ
ドＦＣ」7～18

芝養生作業のため利用不可（トラック可） 東北地区大学ﾗｸﾞﾋﾞｰﾘｰｸﾞ
戦9～16

第45回あづま総合運動公園庭球
場ｵｰﾌﾟﾝ記念ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会ﾋﾞｷﾞﾅｰ
の部・一般の部（全）8～17

23 日

24 月
（杉妻幼稚園10/20の予備日） ＡＳＣ生き生き

（1面）13～15
第33回秋季県北支部高等学校野球
選手権大会6～18

第33回秋季県北支部高等
学校野球選手権大会6～18

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時以降トラック可） 24 月

25 火
庭坂小学校
（トリム、巨石、木陰）10～12：40

第33回秋季県北支部高等学校野球
選手権大会（予備日）

第33回秋季県北支部高等学
校野球選手権大会（予備日） 25 火

26 水

大笹生小学校（トリム）9：30～13（雨天時
体育館2階ホール）/森合小学校2学年（ト
リム、巨石）9～13（雨天時ギャラリー）/森
合小学校3学年（トリム、巨石）11：40～
12：40（雨天時2階ホール）

森合小学校3学年
13～14

第33回秋季県北支部高等学校野球
選手権大会（予備日）

第33回秋季県北支部高等
学校野球選手権大会
（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）

第30回あづまカップ福島市ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ交
流大会7～16

26 水

27 木
第20回福島県消防職員駅伝大会（園内）
/鎌田小学校（巨石）12：30～13：30/（庭
坂小学校10/27の予備日）

体験行事「わら細
工」10～12/鎌田小
学校

ASC生き生き
10～12

第20回福島県消防職員駅伝大会
8～14

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可） 27 木

28 金

★落ち葉のプール（体育館入口）（～
11/13まで）/ほくしん保育園（巨石、
木陰）9～11/川俣小学校（トリム）9～
11

あいあい保育園
（全面）9～12

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）
あいあい保育園（走路、会議室全）9～11
公園ナイトラン＆ナイトウォーク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⑥8～13

28 金

29 土
ﾌﾟﾗｲﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ東北地区大
会9～21

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 第2回県北還暦軟式野球大
会7～17

第10ふくしまリレーズ8～17 第10回ふくしまリレーズ8～17 第10回ふくしまリレーズ
8～17

第10回ふくしまリレーズ
9～18

福島ＳＴクラブ（2面）9～12/テ
ニ研ジュニア（2面）9～12、13
～15

29 土

30 日
第23回福島ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｨｽｸ
ｺﾞﾙﾌ大会(CD面)10～15

ﾌﾟﾗｲﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ東北地区大
会9～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ9～17 第2回県北還暦軟式野球大
会7～17

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

芝養生作業のため利用不可（トラック可） 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8～17

東北地区大学ﾗｸﾞﾋﾞｰﾘｰｸﾞ
戦9～16

第45回あづま総合運動公園庭
球場ｵｰﾌﾟﾝ記念ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会ｼﾞｭ
ﾆｱの部（全）8～17

30 日

31 月
大笹生支援学校（サイクル）10～12
鎌田小学校（巨石）12：30～13：30

鎌田小学校
松川小学校

あづまDGP愛好会
（1面）10～12

松川小学校（雨天時昼食） ASC生き生き
13～15

第20回記念あづまの郷ウォーク大会
（準備）9～21

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可） 31 月

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10月10日（月）「スポーツの日」です（※庭球場は10月1日（土）に実施）★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） 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19日9時現在（内容は変更することがあります）



2022 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 土
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17 ＦＵＹＯクラブ（全）18～21 福島ダンスサークル10～12/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

「＃ｇｏｏｄｄａｙ　ｙｏｇａ　＆　ｃｏｆｆｅｅ」（1
室）10～13/あづまＴｅｓｈｉ-ｇｏｔ市場実
行委員会事務局（1室）19～21

1 土

2 日
ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ2022福島（半面）7～15（1/3面）15
～16/荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女子（2/3
面）15～17

福島県武術太極拳連盟ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ講習会
（全）9～16

こみち体操クラブ9～12
Ｆｉｔ　15～17

福島市水泳連盟（全）8～10/福島県水泳
連盟水球委員会（2Ｃ）10～12（4Ｃ）12～
13

福島県ソフトテニス連盟
10～14

ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ2022福島
（2室）7～16

事業運営課運営担当「竹灯籠作
成教室」（２室）9～17 2 日

3 月
吉井田小学校マーチングバンド部（全）15～19/ＩＮＮＯＶＡ
ＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21/ＨＡＮＤ（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10～12/ASC健康体
操＆ダンス13～15/ＺＡＣＣ18～21

ASC水中（２C）10～12
バタフライ（1Ｃ）15～17

バラ愛好会役員会
（2室）9～16

ASCリラックスヨガ（２室）13～15
3 月

4 火 管理課作業あり 4 火

5 水
西部三育幼稚園第43回運動会
（準備）（全）13～21

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/フラレイラニカイ15～17

ASCパソコン教室
（Ｂ）10～12/13～15 5 水

6 木
西部三育幼稚園第43回運動会（全）7～15
小学生ハンドボール体験会（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/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/バタフライ（1Ｃ）17～18

第56回福島県高等学校新
人体育大会ﾃﾆｽ競技
12～18

第56回福島県高等学校新人体
育大会ﾃﾆｽ競技
（2室）12～18

ASCウォーキング（２室）13～15
6 木

7 金
第21回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会
（準備）（全）12～21

第21回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会
（準備）（全）12～21

ASCリズムビクス10～12/第21回福
島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会（準
備）12～21

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3期（3C）18～20

第21回福島県特別支援学
校ｽﾎﾟｰﾂ大会
（準備）12～21

第21回福島県特別支援学校ｽ
ﾎﾟｰﾂ大会
（準備）（2室）12～21

第21回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰ
ﾂ大会（準備）（2室）12～21 7 金

8 土
第21回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会（全）7～17
2022年後期全福島ダンス選手権大会（準備）（全）17～21

第21回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ大会（全）7～17
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）17～21

第21回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰﾂ
大会7～17/空手同好会突蹴会17～
18/Ｉ＆Ａ18～21

なかよしスイミングクラブ
（2Ｃ）19～20

第21回福島県特別支援学
校ｽﾎﾟｰﾂ大会
7～17

第21回福島県特別支援学校ｽ
ﾎﾟｰﾂ大会
（2室）7～17

第21回福島県特別支援学校ｽﾎﾟｰ
ﾂ大会（2室）7～17 8 土

9 日
2022年後期全福島ダンス選手権大会（全）7～18 福島市障がい者スポーツ活動連絡協議会（全）9～

12、15～18/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）12～15、18～21
こみち体操クラブ9～12、13～15 福島市水泳連盟（全）8～10/福島県水泳

連盟水球委員会（2Ｃ）10～12（4Ｃ）12～
13

㈱民報アド（2室）9～17 「＃ｇｏｏｄｄａｙ　ｙｏｇａ　＆　ｃｏｆｆｅｅ」
（1室）10～13 9 日

10 月
第22回全日本ﾁｱﾀﾞﾝｽ選手権大会東北予選会（全）9～17
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）17～19
ＨＡＮＤ（半面）17～19

第22回全日本ﾁｱﾀﾞﾝｽ選手権大会東北予選会（全）
9～17/こみち体操クラブ（全）17～20

サービスデー サービスデー♪
10 月

11 火 11 火

12 水
福島医療生協
（1Ｃ）10～11 12 水

13 木
ＡＳＣ水中
（2Ｃ）10～12、15～17 13 木

14 金
リズムスイミング（1Ｃ）12～13
ASC水中（１C）13～15 14 金

15 土
イベント開催のため利用不可 15 土

16 日
イベント開催のため利用不可 16 日

17 月
ＡＳＣ水中
（2Ｃ）10～12 17 月

18 火 18 火

19 水 19 水

20 木
渡利幼稚園（半面）10～11/松韻学園福島高校ラグビー部（全）
11～13/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（半面）19～21/8ｂａｌｌｅｒｓ（1/3面）19～21

経営企画課（全）9～12/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/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

20 木

21 金

認定こども園上保原（全）10～12
第2回日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40
（準備）（全）13～21

清水小学校（全）9～12/第2回日本社会人女子ﾊﾞｽ
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40（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/
フラレイラニカイ16～18/ジャド卓球クラ
ブ19～21

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3期（3C）18～20

第2回日本社会人女子ﾊﾞｽ
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40
（準備）13～21

ＡＳＣ会議（1室）10～12/第2回日
本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞ
ﾘｰｼｯﾌﾟ40（準備）（2室）13～21

ＡＳＣ会議（1室）10～12/第2回日
本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞ
ﾘｰｼｯﾌﾟ40（準備）（2室）13～21

第11回あづまTeshi-got
市場
(94人)

21 金

22 土
第2回日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40
（全）9～21

第2回日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40
（全）9～21

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

なかよしスイミングクラブ
（2Ｃ）19～20

第2回日本社会人女子ﾊﾞｽ
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40
9～21

第2回日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40（2室）9～21

第2回日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ
ﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40（2室）9～21

第11回あづまTeshi-got
市場
(94人)

22 土

23 日
第2回日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40
（全）9～21

第2回日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40
（全）9～21

サンヨー会10～12
こみち体操クラブ13～15

福島市水泳連盟（全）8～10/福島県水泳
連盟水球委員会（2Ｃ）10～12（4Ｃ）12～
13/めだかクラブ（1Ｃ）10～12

第2回日本社会人女子ﾊﾞｽ
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40
9～21

第2回日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40（2室）9～21

第2回日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ
ﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40（2室）9～21

第11回あづまTeshi-got
市場
(94人)

23 日

24 月
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19/ＩＮＮＯＶ
ＡＴＩＯＮ．ＦＣ（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（1/3面）19～21

リトルビクス（全）10～12/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フラダンス10～12
ASC健康体操＆ダンス13～15

清掃・点検作業のため利用不可
（～10/31まで）

あづまの郷ウォーク大会第
2回実行委員会
（2室）12～17

あづまの郷ウォーク大会第2回実
行委員会（2室）12～17

ASCリラックスヨガ（２室）13～15
24 月

25 火 管理課作業あり 25 火

26 水
森合小学校（2/3面）9～13/大笹生小学校（1/3面）10～12/吉
井田小学校マーチングバンド部（全）14～19/ＮＦＣビバーチェ
（半面）19～21/南福島アウルズ（半面）19～21

経営企画課（全）9～12/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 26 水

27 木
令和4年度福島県高等学校新人体育大会体操･新体操競
技（全）8～21

令和4年度福島県高等学校新人体育大会体操･新
体操競技（全）8～21

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

令和4年度福島県高等学校新人
体育大会体操･新体操競技
（2室）8～21

ASC手芸（２室）10～12
27 木

28 金
令和4年度福島県高等学校新人体育大会体操･新体操競
技（全）8～21

令和4年度福島県高等学校新人体育大会体操･新
体操競技（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/
フラレイラニカイ16～18

株式会社クラシマ
12～17

令和4年度福島県高等学校新人体
育大会体操･新体操競技
（2室）8～21

川俣小学校（2室）9～11
28 金

29 土
令和4年度福島県高等学校新人体育大会体操･新体操競
技（全）8～21

令和4年度福島県高等学校新人体育大会体操･新
体操競技（全）8～21

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

令和4年度福島県高等学校新人体
育大会体操･新体操競技
（2室）8～21

「＃ｇｏｏｄｄａｙ　ｙｏｇａ　＆　ｃｏｆｆｅｅ」
（1室）10～13 29 土

30 日
令和4年度福島県ｼﾞｭﾆｱ体操競技選手権大会
（全）8～21

令和4年度福島県ｼﾞｭﾆｱ体操競技選手権大会
（全）8～21

こみち体操クラブ9～12
フラレイラニカイ15～17

令和4年度福島県ｼﾞｭﾆｱ体操競
技選手権大会（2室）8～21 30 日

31 月
吉井田小学校マーチングバンド部（全）9～16/ＨＡＮＤ（半面）17
～19/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21/ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半
面）19～21

リトルビクス（全）10～12
ASCラージ卓球（B）13～15

大笹生支援学校
10～12

ＡＳＣ健康講習会
13～17

ＡＳＣ健康講習会
（Ａ）13～17

ASCリラックスヨガ（２室）13～15
31 月

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月10日（月）「スポーツの日」です（※庭球場は10月1日（土）に実施）★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） ※9月19日9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。 10月


