
2023 3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（ナイター営業あり）

1 水

飯坂温泉球クラブ（グラウンド）9～12
FGソフトボール（屋内1面）19～21
福島市役所ソフトボール部（屋内1面）19～21

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）
福島リトルシニアチーム（走路）19～21

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） 1 水

2 木
福島タイガーズ（屋内1面）19～21 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 木

3 金
福島商業高校野球部（屋内1面）9～13 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 金

4 土

郡山リトルシニア（グラウンド）9～16
ＦＧソフトボール（屋内1面）9～12/FPクラブ（屋内1面）10～12/佐倉パ
ワーズ（屋内1面）13～16/キャロッツ（屋内1面）16～18/フレーバーズ
（屋内1面）19～21

松韻学園福島高等学校ラグビー部9
～14

福島信用金庫野球部9～12 第1回福島陸協ジュニア強化部駅伝競走大会
（トラック・走路・会議室全室）11～17

芝養生作業のため利用不可
（トラックのみ可）

福島商業高校テニス部（1面）9～12/福
島西高校女子ソフトテニス部（4面）9～17

4 土

5 日

福島西高等学校野球部（グラウンド）9～17
福島硬友クラブ（屋内2面）9～13/飯坂ルーズ（屋内1面）13～
15/Newinシニア（屋内1面）15～17/庭坂クラブ（屋内1面）17～20

福島清水野球クラブ9～12
三友堂病院野球クラブ12～15

芝養生作業のため利用不可
（トラックのみ可）

芝養生作業のため利用不可
（トラックのみ可）

テニ研ジュニア（2面）9～12、13～15/福
島西高校ソフトテニス部（4面）9～17 5 日

6 月

※屋内練習場修繕工事のため片面利用不可
誠友スポーツ少年団（屋内1面）19～21

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）
※女子更衣室改装工事

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） 6 月

7 火 屋内練習場修繕工事 女子更衣室改装工事 7 火

8 水

※屋内練習場修繕工事のため片面利用不可9～19
福島商業高校野球部（屋内1面）9～13
FGソフトボール（屋内1面）19～21
福島市役所ソフトボール部（屋内1面）19～21

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）
福島リトルシニアチーム（走路）19～21

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）

8 水

9 木
福島商業高校野球部（屋内1面）14～17/福島硬友クラブ（屋内1
面）19～21/福島タイガーズ（屋内1面）19～21

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） 9 木

10 金
福島商業高校野球部（屋内1面）9～13/誠友スポーツ少年団（屋内1
面）19～21/ＪＡふくしま未来野球部（屋内1面）19～21

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） 10 金

11 土

福島成蹊高等学校　野球部（グラウンド）9～17
ＦＧソフトボール（屋内1面）9～12/FPクラブ（屋内1面）10～12/庭塚ソフ
トボールスポーツ少年団（屋内1面）12～17/福島ボーイズ（屋内1面）
13～15/キャロッツ（屋内1面）16～18/JAふくしま未来野球部（屋内1
面）18～21

松韻学園福島高等学校ラグビー部9
～14

福島信用金庫野球部9～12 芝養生作業のため利用不可
（※トラック利用不可）
一般財団法人福島県サッカー協会一種委員会（会
議室全室）9～13/13～17

芝養生作業のため利用不可
（トラックのみ可）
福島医大陸上部（トラックのみ）9～13

福島商業高校テニス部（1面）9～12

11 土

12 日

福島成蹊高等学校　野球部（グラウンド）9～17
福島硬友クラブ（屋内2面）9～13/飯坂ルーズ（屋内1面）13～15/
ジェンガ（屋内1面）13～16/Newinシニア（屋内1面）15～17/庭塚
クラブ（屋内1面）17～20

松韻学園福島高等学校ラグビー部9
～14

福島清水野球クラブ9～12
佐倉パワ-ズ13～15

芝養生作業のため利用不可
（※トラック利用不可）
㈱シミズオクト（会議室1室）10～16
信夫ヶ丘ＴＣ（走路）9～11

芝養生作業のため利用不可
（トラックのみ可）

テニ研ジュニア（2面）9～12、13～15

12 日

13 月

あづまDGP愛好会
（A面）10～12

※屋内練習場修繕工事のため片面利用不可
福島商業高校野球部（屋内1面）14～17
誠友スポーツ少年団（屋内1面）19～21

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） 13 月

14 火 屋内練習場修繕工事 14 火

15 水

※屋内練習場修繕工事のため片面利用不可
FGソフトボール（屋内1面）19～21

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）
福島リトルシニアチーム（走路）19～21

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）
弘前大学陸上部
（棒、高、幅跳び）9～12、14～17

福島県立医科大学　硬式庭球部
（3面）13～17

15 水

16 木

福島高等学校
（サイクル駐車場）
9：30～13

※屋内練習場修繕工事のため片面利用不可
福島硬友クラブ（屋内1面）19～21

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）
弘前大学陸上部（棒、高、幅跳び）9～12、14～17

福島県立医科大学　硬式庭球部
（3面）9～17 16 木

17 金

福島高等学校
（予備日）

※屋内練習場修繕工事のため片面利用不可
山形明正高等学校（グラウンド）14～17
誠友スポーツ少年団（屋内1面）19～21

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）
弘前大学陸上部（棒、高、幅跳び）9～12、14～17

福島県立医科大学　硬式庭球部
（3面）9～17 17 金

18 土

福島成蹊高等学校　野球部（グラウンド）7～13
青森山田リトルシニア（グラウンド）13～17
ＦＧソフトボール（屋内1面）9～12/FPクラブ（屋内1面）10～12/佐倉パ
ワーズ（屋内1面）13～15/キャロッツ（屋内1面）16～18

松韻学園福島高等学校ラグビー部9
～16

福島信用金庫野球部9～12 Ｊ3リーグ公式戦第3節ホーム開幕戦（準備）
7～21

芝養生作業のため利用不可
（トラック可）
弘前大学陸上部（棒、高、幅跳び）9～12、14～17

福島STクラブ（2面）9～12/テニ研ジュニア（2
面）9～12、13～15/福島県立医科大学　硬
式庭球部（3面）9～17/福島西高校女子ソフ
トテニス部（2面）12～16

18 土

19 日

青森山田リトルシニア（グラウンド）9～17
福島硬友クラブ（屋内2面）9～13/飯坂ルーズ（屋内1面）13～
15/Newinシニア（屋内1面）15～17/庭坂クラブ（屋内1面）17～20

松韻学園福島高等学校ラグビー部9
～14

福島清水野球クラブ9～12
佐倉パワーズ13～15

Ｊ3リーグ公式戦第3節ホーム開幕戦
「福島ユナイテッドＦＣ対テゲバジャーロ宮崎」
7～21
（13時キックオフ）

芝養生作業のため利用不可
（トラックのみ可）

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（4面）9～17

19 日

20 月
青森山田リトルシニア（グラウンド、屋内1面）9～17
誠友スポーツ少年団（屋内1面）19～21

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 月

21 火

「春分の日」
サービスデー

青森山田リトルシニア（グラウンド）9～15
※グラウンド整備あり15～21
FGソフトボール（屋内1面）9～12
福島ボーイズ（屋内1面）13～16

松韻学園福島高等学校ラグビー部9
～16

三友堂病院野球クラブ9～12 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時以降貸切のみ可）

芝養生作業のため利用不可
（トラックのみ可）

サービスデー

21 火

22 水
振替休園日

22 水

23 木

※グラウンド整備あり
福島硬友クラブ（屋内1面）19～21
福島タイガーズ（屋内1面）19～21

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）

東北大学医学部テニス部
（6面）9～16 23 木

24 金

※グラウンド整備あり
誠友スポーツ少年団（屋内1面）19～21
ＪＡふくしま未来野球部（屋内1面）19～21

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 金

25 土

福島高等学校野球部（グラウンド）8～17
FGソフトボール（屋内1面）9～12
庭塚ソフトボールスポーツ少年団（屋内1面）9～17
キャロッツ（屋内1面）16～18

FGソフトボール9～13 芝養生作業のため利用不可
（※トラック要相談日）

芝養生作業のため利用不可
（トラックのみ可）

福島STクラブ（2面）9～12/テニ研ジュニ
ア（2面）9～12、13～15/福島西高校女
子ソフトテニス部（3面）9～17/福島ジュ
ニアソフトテニスクラブ（2面）13～16

25 土

26 日

福島硬友クラブ（グラウンド）9～13
福島成蹊高等学校　野球部（グラウンド）13～18
ジェンガ（屋内1面）9～12/福島硬友クラブ（屋内1面）9～13/飯坂
ルーズ（屋内1面）13～15/Newinシニア（屋内1面）15～17/庭坂ク
ラブ（屋内1面）17～20

福島清水野球クラブ9～12
ＮＯＶＡ12～17

芝養生作業のため利用不可
（※トラック要相談日）
信夫ヶ丘ＴＣ（走路）9～11

芝養生作業のため利用不可
（トラックのみ可）

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（4面）9～17

26 日

27 月

福島成蹊高等学校　野球部
（グラウンド）7～17（屋内2面）9～15
誠友スポーツ少年団（屋内1面）19～21

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 月

28 火 28 火

29 水

郡山高等学校野球部（グラウンド）8～17
FGソフトボール（屋内1面）19～21
福島市役所ソフトボール部（屋内1面）19～21

芝養生作業のため利用不可
（※トラック要相談日）
安田学園　陸上競技部（トラック、高跳び）14～16/福
島リトルシニアチーム（走路）19～21

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）

29 水

30 木

福島硬友クラブ（屋内1面）19～21
福島タイガーズ（屋内1面）19～21

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）
九里学園高等学校
（トラック、砂場、走路）10～15

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）
安田学園　陸上競技部
（トラック）10～12、15～17

30 木

31 金

福島西高等学校野球部（グラウンド）9～17
誠友スポーツ少年団（屋内1面）19～21

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）
九里学園高等学校
（トラック、砂場、走路）10～15

芝養生作業のため利用不可
（トラック作業優先/17時以降トラック可）
安田学園　陸上競技部（トラック）10～12 31 金

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。

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3月21日（火・祝）「春分の日」です（※体育室は3月19日（日）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） 3月
※2月19日11時現在（内容は変更することがあります）



2023 3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 水
ＦＣシャイネン福島（全）17～19/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～
21/清水サッカースポーツ少年団（1/3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/ＡＹＡＭＩ17～19

ろ過器更新工事のため
利用不可

ASCパソコン教室
（1室）10～12、13～15 1 水

2 木
ＦＣシャイネン福島（全）17～19（半面）19～21
NFCビバーチェ（半面）19～21

ASC生き生き（B）10～12/ASCラージ卓球（B）13～15/さくらスマッシュ
ＮＥＸＴ（半）19～20/みなみクラブ（半）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 2 木

3 金
荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女子（1/3面）18～20/ＩＮ
ＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

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～」（全）9～12/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リズムビクス10～12
ASC太極拳（剣）研究会15～16

公園フォトコンテスト表
彰式（準備）13～21

みどりのボランティア全体会議
（2室）9～13 3 金

4 土
田村高校ソフトテニス部（全）9～17
8ｂａｌｌｅｒｓ（2/3面）17～21

荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女子（全）9～12/荒井ミニバ
スケットボールスポーツ少年団男子（全）13～16

Ｆｉｔ13～15/空手同好会突蹴会16～18/Ｉ
＆Ａ18～21

公園フォトコンテスト
表彰式9～12

「＃ｇｏｏｄａｙ　ｙｏｇａ　＆　ｃｏｆｆ
ｅｅ」（1室）10～13 4 土

5 日
福島県ソフトテニス連盟中学生選抜強化練習会（全）9～17
ＢｒａｖｅｌｙＮｅｘｕｓ（2/3面）17～21/南福島バスケットボールクラブ（1/3面）19
～21

ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/ＷＡＮＯドリームズ（全）13～16/野田ミニバス
ケットボールスポーツ少年団（全）16～19/ＴＥＡＭ　ＥＡＲＴＨ（半）19～
21

こみち体操クラブ10～12
福島市武術太極拳協会13～15
清水居合道会15～18

ＦＵＹＯクラブ
（2室）11～14 5 日

6 月
ＨＡＮＤ（半面）9～12/ＦＣシャイネン福島（全）17～19（半面）19～
21/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

あづまＤＧＰ愛好会（半）10～12/ASC生き生き（A）13～15/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女子（全）18
～20

公立学校共済組合福島
支部県北出張所
9～17

ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 6 月

7 火 7 火

8 水
ＦＣシャイネン福島（全）17～19/NFCビバーチェ（半面）19～21/ＩＮＮ
ＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

44普連体管中銃剣道（半）9～11
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

経営企画課
13～17

ASCパソコン教室
（1室）10～12、13～15 8 水

9 木
ＦＣシャイネン福島（全）17～19（半面）19～21
NFCビバーチェ（半面）19～21

ASC生き生き（B）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女子（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/庭坂
剣友会18～20

衛生委員会
（2室）11～16

ＡＳＣウォーキング
（2室）13～15 9 木

10 金

ＨＡＮＤ（半面）9～12/大森ＣＡＧＥＲ（1/3面）17～19/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ
（半面）19～21/南福島バスケットボールクラブ（1/3面）19～21

荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女子
（全）18～20

ASCリズムビクス10～12

10 金

11 土

田村高校ソフトテニス部（全）9～17
8ｂａｌｌｅｒｓ（2/3面）18～21
Ａ-BBC（1/3面）18～21

吉井田ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）9～12/8ｂａｌｌｅｒ
ｓ（全）13～18/荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女子
（全）18～20

Ｆｉｔ9～12
東北電力太鼓部鼓響会13～16
Ｉ＆Ａ18～20

ＮＦＣビバーチェ17～
20

庭塚ソフトボールスポーツ少
年団（2室）13～17

庭塚ソフトボールス
ポーツ少年団（15人） 11 土

12 日

福島成蹊高校バレーボール部（2/3面）9～17/荒井ミニバスケットボール
スポーツ少年団女子（1/3面）9～12、13～16/愛誠サッカースポーツ少年
団（半面）17～20/福島Ｊｒハンドボールクラブ（半面）17～19/ＢｒａｖｅｌｙＮｅｘ
ｕｓ（1/3面）19～21

親子で楽しむからだあそび（全）9～12/1000人のチェロ実行委員
会（全）12～17/ＢｒａｖｅｌｙＮｅｘｕｓ（全）18～21

サンヨー会10～12
福島市武術太極拳協会13～15
こみち体操クラブ15～17

福島県サッカー協会9
～17/ＮＦＣビバーチェ
17～20 12 日

13 月
ＨＡＮＤ（半面）9～12/ＦＣシャイネン福島（全）17～19（半面）19～
21/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

ASC生き生き（A）13～15/ASCラージ卓球（B）13～15/鳥川バスケット
ボールスポーツ少年団（全）15～18/荒井ミニバスケットボールスポーツ
少年団女子（全）18～20

ＡＳＣフラダンス10～12
ASC健康体操＆ダンス13～15
庭坂剣友会18～20

ASCリラックスヨガ
（2室）13～15

水沢ネット（4人）
13 月

14 火 水沢ネット（4人） 14 火

15 水
ＦＣシャイネン福島（全）17～19/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～
21/福島Ｊｒハンドボールクラブ（半面）19～21

鳥川ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）15～18
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
ジャド卓球クラブ19～21

カルチャー教室「パソコンいろはの
い」（2室）13～16

健康づくり教室「ピラティスで身
体を整える」（2室）9～12

水沢ネット（4人）/弘前
大学陸上部（20人） 15 水

16 木
ＦＣシャイネン福島（全）17～19（半面）19～21
NFCビバーチェ（半面）19～21

ASC生き生き（B）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女子（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/庭坂
剣友会18～20

カルチャー教室「心と右脳で描く3色
パステルアート」（2室）9～12

ＡＳＣウォーキング
（2室）13～15

水沢ネット（4人）/弘前
大学陸上部（20人） 16 木

17 金

ＡＳＣ会議（控室②）14～16
オーパーツカップ南東北（準備）（全）18～21

鳥川ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）15～18/荒井ミニ
バスケットボールスポーツ少年団女子（全）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コースリーダー
会議11～13

カルチャー教室「はじめての囲碁」（2室）9
～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

弘前大学陸上部（20
人）

17 金

18 土

オーパーツカップ南東北（全）9～19/8ｂａｌｌｅｒｓ（1/3面）19～21/Ａ-Ｂ
ＢＣ（1/3面）19～21/野田ミニバスケットボールスポーツ少年団
（1/3面）19～21

カワイ体育教室（全）9～18/荒井ミニバスケットボールスポーツ
少年団女子（全）18～20

カワイ体育教室9～13/福島市武術太極
拳協会13～15/空手同好会突蹴会16～
18/Ｉ＆Ａ18～21

福島県水泳連盟9～
15/NFCビバーチェ16
～20

福島県水泳連盟（2室）10～
13/「＃ｇｏｏｄａｙ　ｙｏｇａ　＆
ｃｏｆｆｅｅ」（1室）13～16

青森山田リトルシニ
ア（38人）福島県水泳
連盟（30人）

18 土

19 日
福島県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟第16回Sﾘｰｸﾞ決勝大会（全）7～18/福島Ｊｒハンドボー
ルクラブ（半面）18～20/足猿（1/3面）19～21

福島県武術太極拳連盟太極拳講習会（全）9～16/野田ミニバスケット
ボールスポーツ少年団（全）16～18/信陵女子バスケットボールクラブ
（半）18～21ＴＥＡＭ　ＥＡＲＴＨ（半）19～21

サービスデー（卓球のみ） 福島県水泳連盟9～
17/NFCビバーチェ17～
21

福島県水泳連盟
（2室）10～19

青森山田リトルシニ
ア（38人） 19 日

20 月
ＦＣシャイネン福島（全）17～19（半面）19～21
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

あづまＤＧＰ愛好会（半）10～12/ASCラージ卓球（B）13～15/鳥川バス
ケットボールスポーツ少年団（全）15～18/荒井ミニバスケットボールス
ポーツ少年団女子（全）18～20

ASC生き生き13～15
庭坂剣友会18～20

ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12 ASCリラックスヨガ
（2室）13～15 20 月

21 火
田村高校ソフトテニス部（全）9～17 8ｂａｌｌｅｒｓ（全）9～14/ＷＡＮＯドリームズ（全）14～17/野田ミニバ

スケットボールスポーツ少年団（全）19～21
サ－ビスデー

21 火

22 水 振替休園日 22 水

23 木

ＮＦＣビバーチェ（半面）19～21
ＷＡＮＯドリームズ（1/3面）19～21

ASC生き生き（B）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女子（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/健康
づくり教室「ヨガプラクティス」18～21

ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12、15～
17/イルカサークル（1Ｃ）14～
15/バタフライ（1Ｃ）17～18/原
様（1Ｃ）18～20

23 木

24 金
JFAﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第33回全日本U-12ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会福島県大会
県北地区大会（準備）（全）18～21

荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女子
（全）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水中（2Ｃ）13～15/バタフ
ライ（1Ｃ）16～17/原様（1Ｃ）17
～18

24 金

25 土

JFAﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第33回全日本U-12ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会福島県大会県北地
区大会（全）8～17/2023年前期全福島ダンス選手権大会（準備）（全）17～
21

杉妻ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）9～12/8ｂａｌｌｅｒｓ（全）12
～17/荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女子（全）17～20

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ＳＴクラブ
（2室）12～14

「＃ｇｏｏｄａｙ　ｙｏｇａ　＆　ｃｏｆｆ
ｅｅ」（1室）10～13

福島県ボールルームダ
ンス連盟（21人） 25 土

26 日
2023年前期全福島ダンス選手権大会（全）7～21 ＦＵＹＯクラブ（全）9～12/荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女

子（全）13～19/信陵女子バスケットボールクラブ（半）19～21/ＴＥＡＭ
ＥＡＲＴＨ（半）19～21

こみち体操クラブ16～18 県北野球連盟総会
17～20 26 日

27 月
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17/リベルタサッカースクール福島
（1/3面）17～19/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

ASC生き生き（A）13～15/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女子（全）18～20

ＡＳＣフラダンス10～12
ASC健康体操＆ダンス13～15

ＡＳＣ水中（2Ｃ）10～12 27 月

28 火
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～18 帝京安積高校ハンド

ボール部（90人） 28 火

29 水
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17（半面）17～18/大森ＣＡＧ
ＥＲ（1/3面）17～19/NFCビバーチェ（半面）19～21

鳥川バスケットボールスポーツ少年団（全）15～18
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

帝京安積高校ハンド
ボール部（90人） 29 水

30 木
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～18
NFCビバーチェ（半面）19～21

荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女子
（全）18～20

ASC太極拳10～12
ASCピラティス・ポルドブラ13～16

イルカサークル（1Ｃ）14～15/
バタフライ（1Ｃ）17～18/原様（1
Ｃ）18～20

ASC生き生き（2室）10～12/安田学園
陸上競技部（2室）14～15

ASC手芸
（2室）10～12

帝京安積高校ハンド
ボール部（90人） 30 木

31 金
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17/大森ＣＡＧＥＲ（1/3面）17～19/Ｉ
ＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21/清水サッカースポーツ少年団（1/3面）
19～21

荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女子
（全）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

バタフライ（1Ｃ）16～17
原様（1Ｃ）17～18 31 金

あづま総合体育館月間行事予定表

★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）★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） ※2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。 3月



2023 4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

スペシャル交流リーグ

9～17

Ｊ3リーグ準備のため利用不可

（グラウンド・走路・会議室）9～21

芝養生期間のため利用不可

九里学園高等学校

（トラック）10～15

九里学園高等

学校10～15

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（4面）9～17

1 土

2 日

福島県還暦軟式強化大会8～15 ラグビー教室①9～16 スペシャル交流リー

グ9～17

明治安田生命J3リーグ公式戦

（●14：00キックオフ）8～21

芝養生期間のため利用不可

九里学園高等学校（トラック）10～15/福島

南高校陸上部（トラック）15～17

九里学園高等

学校10～15

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（1面）9

～13

2 日

3 月

あづまDGP愛好会

（木陰）10～12

ASC生き生き

13～15

芝養生作業のため利用不可

（トラック個人利用のみ要相談/17時以降貸切のみ

可）

芝養生期間のため利用不可（17時以降可）

福島南高校陸上部

（トラック）9～12、14～17

3 月

4 火 4 火

5 水
福島リトルシニアチーム

（屋内2面）19～21

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/17時以降可）
5 水

6 木
ＪＡふくしま未来野球部

（屋内1面）19～21

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）

芝養生期間のため利用不可

（トラック作業優先/17時以降可）
6 木

7 金
エクリュウエディング

13～14：30

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/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時以降可）
7 金

8 土

信陵パークゴルフクラ

ブ（1面）9～12

R5福島・宮城選抜還暦軟式野球大

会8～17

小・中学生サテライトリーグ

9～17

スペシャル交流リーグ9

～17

スペシャル交流リー

グ9～17

芝養生作業のため利用不可

（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

（一財）福島県サッカー協会（走路）10～14

芝養生期間のため利用不可

（トラック可）

テニ研ジュニア（2面）9～12、

13～15 8 土

9 日

第１回マンスリーディ

スクゴルフ大会（スポ

イベ法面）10～12

「春まつり」

10～15

富士通アイソテックバースボールクラブ

（グラウンド）8～17

福島硬友クラブ（屋内2面）9～13

スペシャル交流リーグ

9～17

第78回国体軟式野球競

技県北予選7～17

第１回マンスリー

ディスクゴルフ大会

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）

信夫ヶ丘TC（走路）9～11

芝養生期間のため利用不可

（トラック可）

高橋様（1面）10～12/テニ研

ジュニア（2面）9～12、13～15 9 日

10 月

クーラクーリアンテサ

ンパレス（イチョウ並

木）13～14

あづまDGP愛好会（1面）

10～12/クーラクーリアンサ

ンパレス13～14

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/17時以降可） 10 月

11 火 11 火

12 水
福島リトルシニアチーム

（屋内2面）19～21

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/17時以降可）
12 水

13 木

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）

「季節を楽しんで歩こう」（会議室3）9～10

芝養生期間のため利用不可

（トラック作業優先/17時以降可）
13 木

14 金
ASCGG愛好会

13～15

明治安田生命J3リーグ公式戦

（準備）7～21

芝養生期間のため利用不可

（トラック作業優先/17時以降可）
14 金

15 土

JABA東北地区連盟クラブチーム技

術研修会9～17

小・中学生サテライトリーグ

9～17

第78回国体軟式野球競

技県北予選7～17

スペシャル交流リー

グ9～17

明治安田生命J3リーグ公式戦

（●13：00キックオフ）7～21

芝養生期間のため利用不可

（トラック可）

第40回福島県春季ジュニアダブルス選

手権大会（U16）兼第45回東北ジュニ

アテニス選手権大会福島県予選会

（全）8～17

15 土

16 日

福島西高等学校野球部（グラウンド）8～

17、（会議室1室）15～17

福島硬友クラブ（屋内2面）9～13

ラグビー教室②9～16 第78回国体軟式野球競

技県北予選7～17

スペシャル交流リー

グ9～17

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）

信夫ヶ丘TC（走路）9～11

芝養生期間のため利用不可

（トラック可）

第40回福島県春季ジュニアダブルス選

手権大会（U16）兼第45回東北ジュニ

アテニス選手権大会福島県予選会（予

備日）8～17

16 日

17 月

あづまDGP愛好会

（木陰）10～12/大駐車

場ウェルカムボード作

業あり（～4/21）

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/17時以降可） 17 月

18 火 18 火

19 水
福島リトルシニアチーム

（屋内2面）19～21

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/17時以降可）
19 水

20 木
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）

芝養生期間のため利用不可

（トラック作業優先/17時以降可）
20 木

21 金
㈱テレビユー福島

10～15

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/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時以降可）
21 金

22 土
第７５回春季東北地区高等学校野球

福島県大会県北支部予選6～18

第７５回春季東北地区高等学校野

球福島県大会県北支部予選6～18

福島県還暦軟式野球

リーグ戦7～17

スペシャル交流リー

グ9～17

芝養生期間のため利用不可

（トラック可）

福島市中学生Sリーグ２０２３

（第１ステージ）（全）8～17
22 土

23 日
第７５回春季東北地区高等学校野球

福島県大会県北支部予選6～18

第７５回春季東北地区高等学校野

球福島県大会県北支部予選6～18

福島県還暦軟式野球リーグ

戦（予備日）7～17

スペシャル交流リー

グ9～17

芝養生期間のため利用不可

（トラック可）

福島市中学生Sリーグ２０２３

（第１ステージ）（全）8～17
23 日

24 月
あづまDGP愛好会

（1面）10～12

第７５回春季東北地区高等学校野球

福島県大会県北支部予選6～18

第７５回春季東北地区高等学校野

球福島県大会県北支部予選6～18

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/17時以降可）
24 月

25 火
第７５回春季東北地区高等学校野球福島

県大会県北支部予選6～18

第７５回春季東北地区高等学校野

球福島県大会県北支部予選6～18
25 火

26 水
第30回野田地区木球大会

（準備）（ＡＣ）16～17

第７５回春季東北地区高等学校野球

福島県大会県北支部予選6～18

第７５回春季東北地区高等学校野

球福島県大会県北支部予選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）

芝養生期間のため利用不可

（トラック作業優先/17時以降可）
26 水

27 木
第30回野田地区木球大

会（AC面）9～12

第７５回春季東北地区高等学校野球

福島県大会県北支部予選6～18

第７５回春季東北地区高等学校野

球福島県大会県北支部予選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）

芝養生期間のため利用不可

（トラック作業優先/17時以降可）
27 木

28 金
第７５回春季東北地区高等学校野球

福島県大会県北支部予選6～18

第７５回春季東北地区高等学校野

球福島県大会県北支部予選6～18

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/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時以降可）
28 金

29 土

「昭和の日」 「山野草めぐり体

験」14～15

あづま球場みんなのボールパーク

（同時開催　パラスポーツ体験会・

防災教室）7～21

スペシャル交流リーグ

9～17

令和5年度福島県還暦軟

式野球リーグ戦（1部）

7～17

スペシャル交流リー

グ9～17

芝養生作業のため利用不可

（トラック作業優先/17時以降貸切のみ可）

芝養生期間のため利用不可

（トラック可）

福島市STクラブ（2面）9～12/福島東

高校　テニス部（4面）9～16/福島西

高校女子ソフトテニス部（3面）12～

17

29 土

30 日

第26回JABA福島市長杯争奪野球大

会7～19

小・中学生サテライトリーグ

9～17

令和5年度福島県還暦軟式

野球リーグ戦（1部）（予

備日）7～17

スペシャル交流リー

グ9～17

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）

信夫ヶ丘TC（走路）9～11

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（3面）9～16/

福島西高校女子ソフトテニス部（4

面）9～17

30 日

貸切予約は利用希望日の4営業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。 ※3月21日10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

調整中7～21

どちらか1日利用

4月



2023 4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
第19回福島県中学校選抜ハンドボール大（全）

8~16/8ballers（1/3面）17～20

福島成蹊高等学校バレーボール部（全）9～13/野田ミニ

バスケットボールスポーツ少年団（全）17～21

空手同好会突蹴会16～18

Ｉ＆Ａ18～21

施設管理課

9～12

＃ｇｏｏｄｄａｙｙｏｇａ＆ｃ

ｏｆｆｅｅ（1室）10～13 1 土

2 日
第19回福島県中学校選抜ハンドボール大会

（全）8~16

吉井田ミニバスケットボールスポーツ少年団（全）9～12/ＷＡ

ＮＯドリームズ（全）13～16/荒井ミニバスケットボールスポー

ツ少年団女子（全）16～19/あづま運動部（全）19～21

こみち体操クラブ10～12

福島市武術太極拳協会13～15

めだかクラブ（1Ｃ）10～12 福島南高校陸上

部【19人】
2 日

3 月
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21 ASCラージ卓球（半面）13～15/鳥川バスケットボールスポーツ

少年団（全）15～18/荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子（全）18～20

ASC水中（2Ｃ）10~12

MultiEndura（1Ｃ）19～21

総務課

9～12

ASCリラックスヨガ

（2室）13～15
3 月

4 火 4 火

5 水
NFCビバーチェ（半面）19～21

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

鳥川バスケットボールスポーツ少年団（全）15～18

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
5 水

6 木
ＨＡＮＤ（半面）19～21

福島Ｊｒハンドボールクラブ（半面）19～21

ASCラージ卓球（半面）13～15/荒井ミニバス

ケットボールスポーツ少年団女子（全）18～20

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/バタフライ（1Ｃ）17

～18/原様（1Ｃ）18～20

ASCウォーキング

（2室）13～15
6 木

7 金

荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女子（1/3面）18～

20/ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

野田ミニバスケットボールスポーツ少年団

（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

リズムスイミング（1Ｃ）12～13/ASC水中（２C）

13～15/バタフライ（1Ｃ）16～17/原様（1Ｃ）17

～18

ASC会議（1室）

13～15
7 金

8 土
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17

ＢｒａｖｅｌｙＮｅｘｕｓ（2/3面）17～21

福島成蹊高等学校バレーボール部（全）9～17/荒井ミニ

バスケットボールスポーツ少年団女子（全）17～19

みなみクラブ9～16/空手同好会突蹴

会16～18/Ｉ＆Ａ18～21

事業運営課

（2室）15～18

＃ｇｏｏｄｄａｙｙｏｇａ＆ｃ

ｏｆｆｅｅ（1室）10～13 8 土

9 日
帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17

ＢｒａｖｅｌｙＮｅｘｕｓ（2/3面）17～21

荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団女子

（全）9～12、13～16

信夫中学校水泳部（2Ｃ）10～12 ASC理事会

（2室）9～13
9 日

10 月 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21 ASCラージ卓球（半面）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

MultiEndura（1Ｃ）19～21

ASCリラックスヨガ

（2室）13～15
10 月

11 火 11 火

12 水
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

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
12 水

13 木 ＨＡＮＤ（半面）19～21 ASCラージ卓球（半面）13～15

あづま運動部（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/バタフライ（1

Ｃ）17～18/原様（1Ｃ）18～20
13 木

14 金
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

西部方部サッカースクール（半面）19～21

大森ＣＡＧＥＲ（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

リズムスイミング（1Ｃ）12～13/ASC水中（２C）

13～15/バタフライ（1Ｃ）16～17/原様（1Ｃ）17

～18

14 金

15 土
第39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

Ｉ＆Ａ18～21

なかよしスイミングクラブ

（2Ｃ）19～20

第39回福島市スポーツ少年団バ

レーボール競技大会（2室）

7~21

福島成蹊高等学校バレー

ボール部（1室）9～13
15 土

16 日

第39回福島市スポーツ少年団バレーボール競技

大会（全）8～16

8ballers（全）9～13/スペシャルオリンピック

ス日本・福島（全）13～16

こみち体操クラブ10～12 第39回福島市スポーツ少

年団バレーボール競技大

会（2室）8～16

＃ｇｏｏｄｄａｙｙｏｇａ＆ｃ

ｏｆｆｅｅ（1室）10～13/福島

成蹊高等学校バレーボール部（2

室）13～17

16 日

17 月 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21 ASCラージ卓球（半面）13～15

あづま運動部（全）19～21

清水居合道会14～17 ASC水中（2Ｃ）10~12

MultiEndura（1Ｃ）19～21

ASCリラックスヨガ（2

室）13～15
17 月

18 火 18 火

19 水
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

ASCパソコン教室（1

室）10～12/13～15
19 水

20 木
ＨＡＮＤ（半面）19～21 ASCラージ卓球（半面）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

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/原様（1Ｃ）18～20

ASCウォーキング

（2室）13～15
20 木

21 金
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

西部方部サッカースクール（半面）19～21

大森ＣＡＧＥＲ（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

リズムスイミング（1Ｃ）12～13/ASC水中（２C）

13～15/バタフライ（1Ｃ）16～17/原様（1Ｃ）17

～18

ASC理事会（2室）

10～12
21 金

22 土
ＨＡＮＤ（半面）12～17/第19回うつくしまスプリ

ングカップ（準備）（全）19～21

福島成蹊高等学校バレーボール部（全）9～

18/8ballers（全）9～13、18～21

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 福島県県北サッカー協

会総会13～21

＃ｇｏｏｄｄａｙｙｏｇａ＆ｃ

ｏｆｆｅｅ（1室）10～13 22 土

23 日
第19回うつくしまスプリングカップ（全）7～19

足猿（1/3面）19～21

スペシャルオリンピックス日本・福島（全）13～16 サンヨー会10～12 信夫中学校水泳部（2Ｃ）10～12 23 日

24 月 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21 ASCラージ卓球（半面）13～15

さくらスマッシュＮＥＸＴ（半面）19～20

ASCフラダンス10～12

ASC健康体操＆ダンス13～15

ASC水中（2Ｃ）10~12

MultiEndura（1Ｃ）19～21
24 月

25 火 25 火

26 水
NFCビバーチェ（半面）19～21

南福島アウルズ（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 ASCパソコン教室（1

室）10～12/13～15
26 水

27 木
NFCビバーチェ（半面）19～21

ＨＡＮＤ（半面）19～21

きらり健康生活協同組合（全）9～12

ASCラージ卓球（半面）13～15

ASC太極拳10～12

ASCピラティス・ポルドブラ13～16

ASC水中（２C）10～12、15～17/バタフライ

（1Ｃ）17～18/原様（1Ｃ）18～20

きらり健康生活協同

組合9～12

ASC手芸

（2室）10～12
27 木

28 金
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ．ＦＣ（半面）19～21

西部方部サッカースクール（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/清水居

合道会16～18

リズムスイミング（1Ｃ）12～13/ASC水中（２C）

13～15/バタフライ（1Ｃ）16～17/原様（1Ｃ）17

～18

28 金

29 土 帝京安積高校ハンドボール部（全）9～17 8ballers（全）9～21 空手同好会突蹴会16～18 福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿

（全）7～10（4Ｃ）10～11、15～19

福島県水泳連盟

（2室）10～13

福島県水泳連盟

【50人】
29 土

30 日
ＴＳＵＮＡＧＩ　ＣＵＰ（全）7～17 8ballers（全）9～17 こみち体操クラブ10～12 福島県水泳連盟国体に向けた強化合宿

（全）7～10（4Ｃ）10～11、15～19

福島県サッカー協会

9～17

福島県水泳連盟国体に向け

た強化合宿（2室）10～19 30 日

あづま総合体育館月間行事予定表

※3月21日16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4営業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。 3月
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