2022
その他

1

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

軟式野球場

ミニ多目的広場

鎌田小学校（巨石）12：30～13：30/野田小学校1年
生（トリム、木陰）9～13（雨天時ギャラリー）/野田
小学校3年生（トリム）11：30～13（雨天時ギャラ
リー）/岡山小学校（トリム、木陰）9：30～13（雨天
時ギャラリー）

3

「文化の日」
木 第20回記念あづまの郷ウォーク大会

4

野田小学校3年生（トリム）11：30～13
（雨天時ギャラリー）
金 岡山小学校（トリム、巨石）11：30～13：40
（雨天時ギャラリー）

5

土

6

福島市水道局スタンプラリー
日 散策ウォーキング（園内）10～12

7

月 鳥川小学校（トリム、巨石）10：40～12：50

8

火

9

水

10

木

11

金

12

さくらんぼ森合保育園
土 （トリム、巨石）8：30～12：30

鎌田小学校

第11回中ﾃﾚ・民友杯福島県中学硬式野球 県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門
大会6～16
部ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室⑦8～17
岡山小学校

鳥川小学校（11/7の予備日）

日

14

月

15

火

16

水

17

木

18

金

ﾌﾟﾗｲﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ東日本代表決定
戦9～21

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

ﾌﾟﾗｲﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ東日本代表決定
戦9～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

令和4年度福島県古
希軟式野球ﾘｰｸﾞ7～
16
令和4年度福島県古
希軟式野球ﾘｰｸﾞ7～
16(予備日）

補助陸上競技場

月輪小学校

4

金

福島県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟第42回中
学校新人大会(個人)（全）7～
福島ユナイテッドＦ 17

5

土

Ｃトップチーム練習 福島県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟第42
（どちらか1日） 回中学校新人大会(個人)
（全）7～17

6

日

7

月

8

火

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

9

水

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

10

木

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

11

金

12

土

13

日

14

月

15

火

芝養生作業のため利用不可
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可） （トラック作業優先/17時以降トラック可）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第32節(準備)

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

社団法人実践倫 明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第32節
芝養生期間のため利用不可
理宏正会集会
「福島ユナイテッドＦＣ対アスルクラロ沼津」 （トラック可）
9～12
（13：00キックオフ）

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）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
佐原小学校マラソン記録会（トラック）9～
12/滋賀県議会視察（会議室全）9～12/平
陸上スポーツクラブ（走路）18～19
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）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
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34回県北軟式野球 第8回ﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｨｽ 芝養生作業のため利用不可
選手権大会7～17
ｸｺﾞﾙﾌ大会10～ （トラック可/17時以降貸切のみ可）
12/福島雪崩研 ㈱ハーフタイムトラベル（会議室③）9～14
究会12～17
リベルタサッカー 芝養生作業のため利用不可
スクール福島
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）
17～19
福島市消防本部野球
部8～17
ASC生き生き
10～12
ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

木

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

福島西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯少年野球大会
8～16

3

福島県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟第20回ｿﾌﾄﾃ
ﾆｽ週間､記念大会､記念ｲﾍﾞﾝﾄ
（全）7～17

第2回福島県野球連盟支部対抗6年生選
抜軟式野球大会(東京2020記念)7～17

瀬上小学校

水

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

第34回県北軟式野球
選手権大会7～17

福島市消防本部野球部野球部（グラウン
ド）8～17/福島リトルシニアチーム（屋内両
面）19～21

2

第20回記念あづまの郷ウォーク大会
6～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

あづまDGP愛好会（Ａ面）
10～12/ASC生き生き（1
面）13～15

火

ASC生き生き
10～12

吾妻パークゴルフ愛好会 第2回福島県野球連盟支部対抗6年生選
（ＡＣ面）9～11
抜軟式野球大会(東京2020記念)7～17

第8回マンスリーディスクゴルフ大会
（スポイベ法面）10～12

1
ASCテニス（2面）10～12

吾妻パークゴルフ愛好会 福島リトルシニアチーム（屋内両面）19～
（ＡＣ面）9～11
21/カルチャー教室「パンジーのハンギン
グバスケット作り」（会議室③）9～12
ASC生き生き
滋賀県議会視察プレゼン会場
（1面）10～12
（会議室2室）9～17

㈱エフコム
（ウォーキングコース）8：30～14

第34回県北軟式野球
選手権大会7～17

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

21

月

22

火

福島西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯少年野球大会
8～16

佐原小学校（予備日）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

16

水

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）
平陸上スポーツクラブ（走路）18～19
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）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第34節(最終節)(準
備)

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

17

木

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

18

金

19

土

20

日

21

月

22

火

水

23

水

24

木

25

金

26

土

第34回県北軟式野球 福島雪崩研究会 明治安田生命J3ﾘｰｸﾞ第34節(最終節)
選手権大会7～17
12～17
「福島ユナイテッド対愛媛ＦＣ」
（14：00キックオフ）

あづまDGP愛好会（Ａ面）
10～12/ASC生き生き（1
面）13～15
「勤労感謝の日」

23

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

日

28

月

29

火

30

御山小学校
水 （雨天時ギャラリー）11：30～12：30

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

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

ASC生き生き
（1面）10～12
ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15
第3回信陵ﾗｲｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟ学童軟式野球大会
7～17
第3回信陵ﾗｲｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟ学童軟式野球大会
7～17

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門
部ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室⑧7～17
県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門
部ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室⑧7～17

第34回県北軟式野球
選手権大会7～17
第34回県北軟式野球
選手権大会7～17

とうほう・みんなの陸上教室2022
（トラック、走路、会議室全）7～15

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

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）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
明治安田生命J3ﾘｰｸﾞﾌﾟﾚｼｰｽﾞﾝﾏｯﾁ（準備）

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

24

木

25

金

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

26

土

27

日

28

月

29

火

30

水

明治安田生命J3ﾘｰｸﾞﾌﾟﾚｼｰｽﾞﾝﾏｯﾁ

あづまDGP愛好会 芝養生作業のため利用不可
芝養生期間のため利用不可
10～12/ASC生き生 （トラック作業優先/17時以降貸切のみ可） （トラック作業優先/17時以降トラック可）
き13～15/リベルタ
サッカースクール福
島17～19

御山小学校

福島商業高校テニス部（1
面）9～12/福島STクラブ（2
面）9～12/FGテニス班（2
面）9～12/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/福島ジュニア
ソフトテニスクラブ（3面）9
～12

リベルタサッカー 芝養生作業のため利用不可
芝養生期間のため利用不可
スクール福島
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可） （トラック作業優先/17時以降トラック可）
17～19
第2回福島県野球連盟支部対抗6年生選
抜軟式野球大会(東京2020記念)準決勝･
決勝7～17

体験行事「わら
細工」10～12

福島県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟第42
回中学校新人大会(個人･
団体)（全）7～17
福島県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟第42
回中学校新人大会(個人･
団体)（予備日）

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

土

日

庭球場

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

ＡＳＣＧＧ愛好会
13～15

瀬上小学校（陸上軒下）11：30～12：30

20

第2多目的運動広場 スポーツイベント広場

第20回記念あづまの郷ウォーク大会
（準備）9～21

リベルタサッカー 芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）
スクール福島
平陸上スポーツクラブ（走路）18～19
17～19

ASC生き生き
（1面）13～15

清水小学校（雨天時ギャラリー）

月輪小学校（ギャラリー）11：30～12：30

松韻学園福島高校ラグ
ビー部9～13

設立20周年記念第40回福
島支部木球大会（準備）（Ａ
Ｃ面）15～17
石臼珈琲のひと 福島市水道局（自由利用）
10～12/設立20周年記念第
時13～15
40回福島支部木球大会（Ａ
Ｃ面）8～13

あづまＤＧＰ愛好会（木陰）10～12

13

とうほう・みんなのスタジアム
第20回記念あづまの郷ウォーク大会
（準備）9～21

水

27

多目的運動広場

火

2

19

あづま球場

11月

福島リトルシニアチーム
（屋内両面）19～21

芝養生作業のため利用不可
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可） （トラック作業優先/17時以降トラック可）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20

福島商業高校テニス部（1
面）9～12/橘高校テニス部
（4面）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（予備日）

★次回サービスデーは3月21日（火・祝）「春分の日」です（※体育室は3月19日（日）に実施/プール実施日未定）★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）
11月
※10月22日11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。

2022
メインアリーナ

1

あづま総合体育館月間行事予定表
サブアリーナ

体育室

岡山小学校（全）10～13/リトルビクス（全）13～ ASCストレッチヨガ10～12/ASC健
15/こみち体操クラブ（全）18～20
康ビクス13～15/フラレイラニカイ15
～17/ＡＹＡＭＩ18～19
ASCラージ卓球（B）13～15
ASC太極拳10～12
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）9～13、18～21
ASCピラティス・ポルドブラ13～16

6

松韻学園福島高校ラグビー部（全）9～12/令和4年度
金 第38回福島県中学校選抜剣道大会（準備）（全）14～
21
令和4年度第38回福島県中学校選抜剣道大会（全）6
土 ～18/第42回全東北・北海道防具付空手道選手権大
会（準備）（全）18～21
第42回全東北・北海道防具付空手道選手権大会（全）
日 7～18/福島Ｊｒハンドボールクラブ（半面）18～20

7

月

岡山小学校（全）12～14/令和4年度第38回福
島県中学校選抜剣道大会（全）14～19/ジャド
卓球クラブ（全）19～21
令和4年度第38回福島県中学校選抜剣道大会
（全）6～17
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）18～21
ＦＩＤ福島（全）9～12/大森ＣＡＧＥＲ（全）12～
13、16～19/こみち体操クラブ（全）13～16/あづ
ま運動部（全）19～21
清水小学校（Ａ）12～14
ASCラージ卓球（B）13～15

8

火 利用不可（センタースピーカー点検作業）
利用不可（センタースピーカー点検作業）
水

3
4
5

9

利用不可（センタースピーカー点検作業）

利用不可（センタースピーカー点検作業）

10
11
12
13
14
15

19

野田小学校マーチングバンドクラブ（全）9～18
土 ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）18～21

24

田村高校ソフトテニス部（全）9～17
日 ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）17～19
福島Ｊｒハンドボールクラブ（半面）18～20
吉井田小学校マーチングバンド部（全）14～19
月 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
ＨＡＮＤ（半面）19～21
火 可動椅子点検
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）9～18
水 南福島アウルズ（半面）19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
第30回東北高等学校体操競技新体操選抜大会
木 （全）8～21

25

第30回東北高等学校体操競技新体操選抜大会
金 （全）8～21

20
21
22
23

会議室

福島大学トライアスロン部（1Ｃ）14～
16/すいぷか（1Ｃ）16～17

宿泊施設

1

火

2

水

3

木

4

金

5

土

6

日

7

月

8

火

9

水

10

木

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

11

金

福島県武術太極拳連盟初段2段 福島県武術太極拳連盟
技能検定（2室）9～18
【10人】

12

土

福島県武術太極拳連盟初段2段
技能検定（2室）9～12

13

日

14

月

15

火

16

水

17

木

18

金

19

土

20

日

21

月

22

火

23

水

24

木

25

金

26

土

27

日

28

月

29

火

30

水

ASCパソコン教室（Ｂ）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/バタフラ
イ（1Ｃ）17～18/原美穂（1Ｃ）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
Ｉ＆Ａ 18～21

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/原美穂（1Ｃ）17～18
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12 令和4年度第38回福島県中学校選 福島県ソフトテニス連盟（2室）10～14/
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～ 抜剣道大会6～18
第42回全東北・北海道防具付空手道
20
選手権大会（準備）（2室）18～21
こみち体操クラブ10～15
福島市水泳連盟（全）8～10
第42回全東北・北海道防具付空手道 「＃goodday yoga ＆ ｃｏｆｆｅｅ」（1
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12
選手権大会（2室）7～17
室）10～13/実践倫理宏正会（2
室）13～15
ASCフラダンス10～12/健康づくり教室 ASC水中（２C）10～12
カルチャー教室「バスボムと手ごね石け ASCリラックスヨガ（2室）13～15
「ストレッチ＆筋力アップ」13～16
ワンポイント水泳教室（2Ｃ）15～17
んづくり」（2室）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
ＡＹＡＭＩ18～19
日本3Ｂ体操協会福島北支部（全）9～13/福島 ASC太極拳10～12/ASCピラティス・
県消防協会（Ａ）13～15（全）15～17/ASCラージ ポルドブラ13～16/ASCヨガプラク
卓球（B）13～15/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）19～21
ティス18～20
福島県消防協会（全）9～12
ASCリズムビクス10～12
ジャド卓球クラブ（全）19～21
ASC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16

福島医療生協（1Ｃ）10～11

ASCパソコン教室（Ｂ室）10～12、13～
15/カルチャー教室「自分でつくる家系
図講座」（2室）18～21
福島県消防協会（2室）9～21

第59回福島県高等学校新人体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
競技県北地区予選（全）8～19/さくらスマッシュ
ＮＥＸＴ（Ｂ）19～20
ASCラージ卓球（B）13～15
鳥川ライジングファルコン（Ｂ）16～19
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）19～21

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15
こみち体操クラブ18～19
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/ジャド卓球クラブ19～21

ASCウォーキング（2室）13～15

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

杉妻ミニバスケットボールスポーツ少年団（全） Ｏｄｄ ｂａｌｌ 9～12
9～15/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）17～21
空手同好会突蹴会16～18
Ｉ＆Ａ 18～21
ＦＩＤ福島（全）9～12
サンヨー会10～12
スタジオＢＬＥＳＳ13～20

小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～
20
福島市水泳連盟（全）8～10
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12

リトルビクス（全）10～12
ASCラージ卓球（B）13～15
ジャド卓球クラブ（全）19～21

ASC水中（２C）10～12
バタフライ（1Ｃ）15～17

ASCフラダンス10～12

福島信陵ライオンズクラブ（全）10～11
8ｂａｌｌｅｒｓ（全）17～19

ＡＳＣストレッチヨガ10～12

第30回東北高等学校体操競技新体操選抜大
会（全）8～21

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」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/ジャド卓球クラブ19～21

第30回東北高等学校体操競技新体操選抜大
会（全）8～21

ASC手芸（2室）10～12
ASCウォーキング（2室）13～15

新婦人水中ウォーキング（1Ｃ）10～
12/ASC水中（２C）10～12、15～17/バタ
フライ（1Ｃ）17～18/原美穂（1Ｃ）18～20
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

健康づくり教室「日常生活でできるイスヨガ
で健康づくり」（2室）9～12/カルチャー教室
「ステキなリース・プリザーブドフラワー教
室」（2室）13～16

「＃goodday yoga ＆ ｃｏｆｆｅｅ」
（1室）10～13

福島県消防協会
【30人】

福島雪崩研究会（2室）9～13
バラの育て方教室（2室）9～16
小林様（1室）18～20

ASCリラックスヨガ（2室）13～15

福島フリッパー（1室）10～12
ASC水中（２C）10～12、15～17
バタフライ（1Ｃ）17～18
原美穂（1Ｃ）18～20

第30回東北高等学校体操競技新
体操選抜大会8～21

第30回東北高等学校体操競技新体操 第30回東北高等学校体操競技
選抜大会（2室）8～21
新体操選抜大会（2室）8～21

ワンポイント水泳教室（2Ｃ）10～12/リズ 第30回東北高等学校体操競技新
ムスイミング（1Ｃ）12～13/ASC水中
体操選抜大会8～21
（1C）13～15/バタフライ（1Ｃ）16～17/原
美穂（1Ｃ）17～18

第30回東北高等学校体操競技新体操 第30回東北高等学校体操競技
選抜大会（2室）8～21
新体操選抜大会（2室）8～21

第30回東北高等学校体操競技新体操選抜大会
第30回東北高等学校体操競技新体操選抜大 空手同好会突蹴会16～18
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～ 第30回東北高等学校体操競技新 第30回東北高等学校体操競技新体操
（全）7～21
会（全）7～21
Ｉ＆Ａ18～21
20
体操選抜大会7～21
選抜大会（2室）7～21
第36回東北ｼﾞｭﾆｱ体操競技新体操選手権大会
第36回東北ｼﾞｭﾆｱ体操競技新体操選手権大会 こみち体操クラブ10～15
福島市水泳連盟（全）8～10
第36回東北ｼﾞｭﾆｱ体操競技新体操 第36回東北ｼﾞｭﾆｱ体操競技新体操選
27 日 （全）7～21
（全）7～21
選手権大会7～21
手権大会（2室）7～21
吉井田小学校マーチングバンド部（全）14～19
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
カルチャー教室「1人暮らしの老後
28 月 福島スポーツネット（全）19～21
ワンポイント水泳教室（2Ｃ）15～17 生活を考える」13～16
29 火
福島スポーツネット（半面）17～19
健康づくり教室「ピラティスで身体を整える」
ASCストレッチヨガ10～12
（全）9～12/リトルビクス（全）13～15/こみち体 ASC健康ビクス13～15
30 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
操クラブ（全）17～21
ＡＹＡＭＩ18～19
★次回サービスデーは3月21日（火・祝）「春分の日」です（※体育室は3月19日（日）に実施/プール実施日未定）★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）

26

和室研修室

第59回福島県高等学校新人体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技県北地 第59回福島県高等学校新人体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技
県北地区予選（全）8～21

18

17

研修室

ASC水中（２C）10～12、15～17
株式会社クラシマ
バタフライ（1Ｃ）17～18
9～12
木
原美穂（1Ｃ）18～20
利用不可（センタースピーカー点検作業）
ワンポイント水泳教室（2Ｃ）10～12/
福島県消防協会（2室）9～17
リズムスイミング（1Ｃ）12～13/ASC
金
水中（1C）13～15/バタフライ（1Ｃ）16
～17/原美穂（1Ｃ）17～18
第37回福島県中学校新人ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会(準々 福島県武術太極拳連盟初段2段技能検定
Ｏｄｄ ｂａｌｌ 9～12/東北電力太鼓 小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12 第37回福島県中学校新人ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰ ㈱ハーフタイムトラベル（1室）10～15
（全）9～21
部鼓響会13～16/空手同好会突蹴
ﾙ選手権大会(準々決勝まで)9～21
土 決勝まで)（全）9～21
会16～18/Ｉ＆Ａ 18～21
第37回福島県中学校新人ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会(準々 福島県武術太極拳連盟初段2段技能検定（全） こみち体操クラブ10～15
福島市水泳連盟（全）8～10
第37回福島県中学校新人ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰ 福島雪崩研究会（2室）9～13
日 決勝まで)（全）9～17/愛誠サッカースポーツ少年団
9～11/大森ＣＡＧＥＲ（全）11～12、15～18/ＦＩＤ
小学生初心者水泳教室（3Ｃ）10～12 ﾙ選手権大会(準々決勝まで)9～18
（半面）18～20
福島（全）12～15
第59回福島県高等学校新人体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 第59回福島県高等学校新人体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ASC健康体操＆ダンス13～15
ASC水中（２C）10～12
月
県北地区予選（全）8～21
競技県北地区予選（全）8～21
バタフライ（1Ｃ）15～17
火 区予選（全）8～21
第59回福島県高等学校新人体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技
水 県北地区予選（全）8～19/NFCビバーチェ（半面）19～
21/清水サッカースポーツ少年団（1/3面）19～21
吉井田小学校マーチングバンド部（全）15～19
木 NFCビバーチェ（半面）19～21
ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21
ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21
金 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

16

室内プール

火
野田小学校（全）9～12（雨天時）/2022年全東北ﾌﾟﾛ・ｱ
水 ﾏﾐｯｸｽﾄﾞﾀﾞﾝｽ選手権大会・県別対抗戦（準備）（全）17
～21
2022年全東北ﾌﾟﾛ・ｱﾏﾐｯｸｽﾄﾞﾀﾞﾝｽ選手権大会・県別対
木 抗戦（全）8～19

2

11月

土

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。

第30回東北高等学校体操競技
新体操選抜大会（2室）7～21
第36回東北ｼﾞｭﾆｱ体操競技新体
操選手権大会（2室）7～21

※10月22日14時現在（内容は変更することがあります）

11月

2022
その他

1

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

多目的運動広場

軟式野球場

ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙｸﾗｼｯｸ全国大会・国際交流大会
（準備）11～21

金

3

土

4

日

5

月

6

火

7

水

福島リトルシニアチーム（屋内片面）19～21
FGソフトボール（屋内片面）19～21

8

木

福島リトルシニア保護者会（屋内片面）19～21
フレーバーズ（屋内片面）19～21

9

金

だるま展示～1/29

ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙｸﾗｼｯｸ全国大会・国際交流大会7～
17/福島プレイヤーズ（屋内片面）18～21/フ
レーバーズ（屋内片面）19～21
第4回ふくしまｷｯｽﾞﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾀ
7～15

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～15
小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～15

福島ユナイテッドFCイベント

あづまDGP愛好会
（1面）10～12

(園内)第23回あづま荒
川ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会（準
備）

10

土

11

(園内)あづま荒川ｸﾛｽｶ
ﾝﾄﾘｰ大会/福島市ディ
日
スクゴルフ協会（木陰）
9：30～12

12

月

13

火

14

水

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

ﾌﾟﾛ野球47年会野球教室（準備）15～21
小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
福島市立吾妻中学校野球部（屋内片面）9～12 9～17
FGソフトボール（屋内片面）9～12
福島プレイヤーズ（屋内片面）12～14

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

ﾌﾟﾛ野球47年会野球教室8～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

木

16

金

17

土

18

日

19

月

20

火

21

水

22

木

23

金

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）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
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）
あづま荒川クロスカントリー大会（準備）9～21
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
あづま荒川クロスカントリー大会（準備）9～21

あづま荒川クロスカントリー大会6～17

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）
福島リトルシニアチーム（屋内片面）19～21
FGソフトボール（屋内片面）19～21
福島リトルシニア保護者会（屋内片面）19～21

15

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時以降貸切のみ可）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
福島ユナイテッドFCイベント（準備）

木

2

ミニ多目的広場

12月

年中行事
「正月迎え」
10～12

福島レッズベースボールクラブ（グラウンド）9～
17/福島市立吾妻中学校野球部（屋内片面）9～
12/FGソフトボール（屋内片面）9～12/福島プレ
イヤーズ（屋内片面）18～21/フレーバーズ（屋
内片面）19～21
福島レッズベースボールクラブ（グラウンド）9～
17/橘高校野球部（屋内片面）9～12/福島のだ
まクラブ（屋内片面）12～16

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

小中学生ｻﾃﾗｲﾄﾘｰｸﾞ
9～17

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門
部ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室⑨9～16

県北高体連ﾗｸﾞﾋﾞｰ専門
部ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室⑨9～16

福島リトルシニアチーム（屋内片面）19～21
FGソフトボール（屋内片面）19～21
福島リトルシニア保護者会（屋内片面）19～21

24

土

25

大正琴コンサート（体育
日 館吹抜）13：30～15

26

月

27

火

28

水

29

木

橘高校野球部（屋内片面）14～17
福島プレイヤーズ（屋内片面）18～21

九里学園高等学校
10～15

青森山田高等学校硬式野球部（グラウンド）9～
17（屋内両面）9～12（屋内片面）12～17/福島の
だまクラブ（屋内片面）12～16

九里学園高等学校
10～15
九里学園高等学校
10～15

FGソフトボール（屋内片面）19～21
年末年始のためお休み
（12/29～1/3）

九里学園高等学校
10～15
九里学園高等学校
10～15

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）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
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）
みどりの教室
「ミニ門松作り体験講座」（会議室全室）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）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
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）

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

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

1

木

2

金

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

福島東高校テニス部
（4面）9～13

3

土

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

福島東高校テニス部
（4面）9～13

4

日

5

月

6

火

7

水

8

木

9

金

10

土

11

日

12

月

13

火

14

水

15

木

16

金

17

土

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）
芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

福島商業高校テニス
部（1面）9～12/福島東
高校テニス部（4面）9
～13/橘高校テニス部
（3面）12～13（4面）13
～16
福島商業高校テニス
部（1面）9～12
福島東高校テニス部
（4面）9～13

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）

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

18

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）

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

19

月

20

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）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
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/17時以降トラック可）

21

水

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

22

木

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）
信夫ヶ丘TC（走路）18～20
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）
九里学園高校（トラックのみ）10～15

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

23

金

24

土

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）
九里学園高等学校（トラックのみ）10～15
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）
九里学園高等学校（トラックのみ）10～15
九里学園高等学校（トラックのみ）10～15

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

25

日

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

26

月

27

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）
九里学園高等学校（トラックのみ）10～15

芝養生期間のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）

28

水

29

木

芝養生期間のため利用不可
（トラック可）

30 金
30 金
31 土
31 土
★次回サービスデーは3月21日（火・祝）「春分の日」です（※体育室は3月19日（日）に実施/プール実施日未定）★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）
12月
※11月19日11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。

2022
1

メインアリーナ
福島工業高校ハンドボール部（半面）14～17
木 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
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

2

金

3

第18回県北小学生ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会（全）7～17
土 ＵSARegionals 2023東北大会（準備）（全）17～21

4

日

USA Regionals 2023東北大会（全）9～20

あづま総合体育館月間行事予定表
サブアリーナ
ASC生き生き（B面）10～12
ASCラージ卓球（B面）13～15
8ballers（全）19～21

体育室
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

8ballers（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

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）17～19/原美
穂（1Ｃ）17～19
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

福島成蹊高等学校バレーボール部（全）9～17
8ballers（全）17～21

空手同好会突蹴会16～18

なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

USA Regionals 2023東北大会（全）9～17

こみち体操クラブ10～12
Ｆｉｔ15～17

ASC生き生き（A面）13～15
ASCラージ卓球（B面）13～15
さくらスマッシュＮＥＸＴ（B面）19～20

8

第52回福島県高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽｲﾝﾄﾞｱ選手権大会県北地
月 区予選(二次)（全）8～19/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～
21/ＨＡＮＤ（半面）19～21
火
吉井田小学校マーチングバンド部（全）13～19
水 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
野田小学校マーチングバンドクラブ（全）14～19
ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21
木
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21

9

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
金 清水サッカースポーツ少年団（1/3面）19～21

8ballers（全）18～21

5
6
7

10
11
12
13
14

こみち体操クラブ（全）18～20
ASC生き生き（B面）10～12
ASCラージ卓球（B面）13～15
8ballers（全）19～21

水

ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21

こみち体操クラブ（全）18～20

17

令和4年度ふくしまｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞ発掘事業第2第3ｽﾃｰｼﾞ修了 ＦＩＤ福島（全）9～12
8ballers（全）13～16、17～21
土 式および宿泊ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（全）9～21

18

令和4年度ふくしまｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞ発掘事業第2第3ｽﾃｰｼﾞ修了式およ ＦＵＹＯクラブ（全）9～12
日 び宿泊ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（全）9～17/愛誠サッカースポーツ少年団（半面） あづま運動部（全）19～21

20
21
22
23
24
25

福島大学トライアスロン部（1Ｃ）17～19

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

福島医療生協（1Ｃ）10～11/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（1
Ｃ）17～19/原美穂（1Ｃ）18～20

ASC生き生き（B面）10～12
ASCラージ卓球（B面）13～15
8ballers（全）19～21
8ballers（全）18～21

17～19/福島高校ソフトテニス部（1/3面）17～19

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リズムビクス10～12
ASC太極拳13～15
ＡＳＣ太極拳（剣）研究会15～16
ＦＬ卓球愛好会10～12/福島ダンス
サークル12～14/空手同好会突蹴会
16～18/Ｉ＆Ａ18～21
サンヨー会10～12
こみち体操クラブ14～16
Ｆｉｔ16～18
ASCフラダンス10～12

リベルタサッカースクール福島（1/3面）16～19
月 ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
火
福島工業高校ハンドボール部（半面）9～12
水 清水サッカースポーツ少年団（1/3面）19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
福島工業高校ハンドボール部（半面）9～12
木 ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21
NFCビバーチェ（半面）19～21
うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大
金 会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県
大会（準備）（全）18～21

ASC生き生き（A面）13～15
ASCラージ卓球（B面）13～15
さくらスマッシュＮＥＸＴ（B面）19～20

うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大
土 会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県
大会（全）7～21
うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大
日 会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県
大会（全）7～18

うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選 空手同好会突蹴会16～18
手権大会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流 Ｉ＆Ａ18～21
大会福島県大会（全）7～21
うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選
手権大会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流
大会福島県大会（全）7～18/8ballers（全）18～20

こみち体操クラブ（全）17～21

リズムスイミング（1Ｃ）12～13/ASC水中（１
C）13～15/バタフライ（1Ｃ）16～17/原美穂
（1Ｃ）17～18
なかよしスイミングクラブ（2Ｃ）19～20

和室研修室
ASCウォーキング（２室）13～15

宿泊施設

「＃goodday yoga ＆ coffee」
（1室）10～13
ＥＣＤＰ保護者の会
（2室）9～18
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

経営企画課
9～16
第18回うつくしまｳｲﾝﾀｰｶｯ
ﾌﾟ【94人】
親子で作ろスノードーム
（2室）9～13

ASC水中（２C）10～12
Ｍｕｌｔｉ Ｅｎｄｕｒａ（1Ｃ）18～20

ASC生き生き（B面）10～12
ASCラージ卓球（B面）13～15
8ballers（全）19～21
うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選
手権大会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流
大会福島県大会（準備）（全）18～21

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

27
28

水

ＡＳＣテニス（2/3面）10～12/ＮＦＣビバーチェ（半面）19～
21/南福島アウルズ（半面）19～21
木 年末年始のためお休み（12/29～1/3）

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

福島県ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｼﾞｭﾆｱﾘ-ﾀﾞｰｽｸｰﾙ(県北会場)
（全）9～21

福島医療生協（1Ｃ）10～11

ASCパソコン教室
（１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/バタフライ（1
Ｃ）17～18/原美穂（1Ｃ）18～20
リズムスイミング（1Ｃ）12～13/ASC水中（１
C）13～15/バタフライ（1Ｃ）16～17/原美穂
（1Ｃ）17～18

めだかクラブ（1Ｃ）10～12

ASCウォーキング（２室）13～15

令和4年度ふくしまｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞ発掘
事業第2第3ｽﾃｰｼﾞ修了式および宿
泊ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9～21
令和4年度ふくしまｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞ発掘
事業第2第3ｽﾃｰｼﾞ修了式および宿
泊ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9～17

令和4年度ふくしまｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞ発掘事
業第2第3ｽﾃｰｼﾞ修了式および宿泊ﾄ
ﾚｰﾆﾝｸﾞ（2室）9～21
令和4年度ふくしまｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞ発掘事
業第2第3ｽﾃｰｼﾞ修了式および宿泊ﾄ
ﾚｰﾆﾝｸﾞ（2室）9～17

ASC水中（２C）10～12

令和4年度ふくしまｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞ 令和4年度ふくしまｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞ
発掘事業第2第3ｽﾃｰｼﾞ修了式 発掘事業第2第3ｽﾃｰｼﾞ修了式
および宿泊ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（2室）9～21 および宿泊ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ【50人】
令和4年度ふくしまｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞ
発掘事業第2第3ｽﾃｰｼﾞ修了式
および宿泊ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（2室）9～17
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
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/
原美穂（1Ｃ）18～20
リズムスイミング（1Ｃ）12～13
ＡＳＣ水中（1Ｃ）13～15
原美穂（1Ｃ）17～18

1

木

2

金

3

土

4

日

5

月

6

火

7

水

8

木

9

金

10

土

11

日

12

月

13

火

14

水

15

木

16

金

17

土

18

日

19

月

20

火

21

水

22

木

23

金

24

土

25

日

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フラダンス10～12
ASC健康体操＆ダンス13～15

29
30
31

会議室

事業運営課（2室）10～13
USA Regionals 2023東北大会
（準備）（2室）17～21
USA Regionals 2023東北大会
（2室）9～20

福島大学トライアスロン部（1Ｃ）14～16

ASCストレッチヨガ10～12
ASC健康ビクス13～15

あづまＤＧＰ愛好会（1/3面）10～12/ＡＳＣ生き生き（1/3面） 福島県ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｼﾞｭﾆｱﾘ^-ﾀﾞｰｽｸｰﾙ(県北会場)
13～15/ＡＳＣラージ卓球（1/3面）13～15/リベルタサッカー （全）9～21
月
スクール福島（1/3面）17～19//ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19
～21/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
福島県ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｼﾞｭﾆｱﾘ-ﾀﾞｰｽｸｰﾙ(県北会場)
（全）9～21
火

26

研修室

火

16

19

室内プール

ASC水中（２C）10～12
バタフライ（1Ｃ）15～17
Ｍｕｌｔｉ Ｅｎｄｕｒａ（1Ｃ）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
第19回全国小学生ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ選手権大会福島県大会
第19回全国小学生ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ選手権大会福島県大会 みなみクラブ9～16
土 （全）8～16/大森ＣＡＧＥＲ（全）17～19/第18回うつくしまｳｲ （全）8～16/8ballers（全）17～19/第18回うつくしまｳｲ 空手同好会突蹴会16～18
ﾝﾀｰｶｯﾌﾟ（準備）（全）19～21
ﾝﾀｰｶｯﾌﾟ（準備）（全）19～21
Ｉ＆Ａ18～21
第18回うつくしまｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ（全）7～18
第18回うつくしまｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ（全）7～18
みなみクラブ9～16
日
パンジー（全）18～21
あづまＤＧＰ愛好会（1/3面）10～12/リベルタサッカースクール福 リトルビクス（全）10～12/ASC生き生き（A面）13～
ＡＳＣフラダンス10～12
島（1/3面）16～19/ＨＡＮＤ（半面）17～19/ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半
15/ASCラージ卓球（B面）13～15/さくらスマッシュＮＥ
ASC健康体操＆ダンス13～15
月
面）19～21/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21
ＸＴ（B面）19～20

鳥川サッカースポーツ少年団（全）17～19
木 ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ（半面）19～21
ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
清水サッカースポーツ少年団（1/3面）19～21
金 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

15

12月

ASC手芸（２室）10～12
うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰ
ﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年
団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大会（準備）18
～21

うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰ
ﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大会（準備）（2室）
18～21

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
（全）7～10（4Ｃ）16～19

うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰ うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰ 福島県水泳連盟国体に向けた強化 福島県水泳連盟国体に向けた
ﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年 ﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団 合宿（1室）10～13/「＃goodday
強化合宿【30人】
団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大会7～21
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大会（2室）7～21 yoga ＆ coffee」（1室）10～13
小名浜リトルフロッグス【15人】

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
（全）7～10（4Ｃ）16～19

うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰ うつくしまふくしま第45回福島県小学生ﾊﾞﾚｰ
ﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年 ﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団
団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大会7～18
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会福島県大会（2室）7～18

福島県水泳連盟国体に向
けた強化合宿【30人】

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
（全）7～10（4Ｃ）16～19/ASC水中（２C）10
～12/Ｍｕｌｔｉ Ｅｎｄｕｒａ（1Ｃ）18：30～20：30

福島県水泳連盟国体に向けた強化 福島県ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｼﾞｭﾆｱﾘ-ﾀﾞｰｽｸｰ
合宿13～16
ﾙ(県北会場)（2室）9～21

福島県水泳連盟国体に向けた
強化合宿【30人】/福島県ｽﾎﾟｰ
ﾂ少年団ｼﾞｭﾆｱﾘ-ﾀﾞｰｽｸｰﾙ(県
北会場)【50人】

26

月

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
（全）7～10（4Ｃ）16～19

福島県ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｼﾞｭﾆｱﾘ-ﾀﾞｰｽｸｰ
ﾙ(県北会場)（2室）9～21

福島県水泳連盟国体に向けた
強化合宿【30人】/福島県ｽﾎﾟｰ
ﾂ少年団ｼﾞｭﾆｱﾘ-ﾀﾞｰｽｸｰﾙ(県
北会場)【50人】

27

火

福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿
（全）7～10（4Ｃ）14～18

福島県ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｼﾞｭﾆｱﾘ-ﾀﾞｰｽｸｰ 福島県水泳連盟国体に向けた
ﾙ(県北会場)（2室）9～21
強化合宿（2室）10～19

28

水

29
30
31

木

金
土

★次回サービスデーは3月21日（火・祝）「春分の日」です（※体育室は3月19日（日）に実施/プール実施日未定）★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。

金
土

※11月20日11時現在（内容は変更することがあります）

12月

