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東北地区の
開催地は
会津若松市
のみ！！
■大会、
エントリーに関するお問合せ

会津水泳場
会
会津水
津水

幼児プール

ૈಡɈჟᆧާၪɈȤඪɣȵ
ふれあい体育館メインアリーナ全面
ふれあい体育館サブアリーナ全面
ふれあい体育館練習室
ふれあいテニスコート
ふれあいハウス全室

申し込み

７月１日（水）午前８時半より

1回に２時間まで、
当日空いていれば延長も可
① ９：００〜１１：００
②１１：００〜１３：００
③１３：００〜１５：００
④１５：００〜１７：００

ふれあい体育館37-0717

市民プールの一般開放・
無料開放のお知らせ
一般開放期間
利用できない日
利用時間

河東総合体育館トレーニングルーム
１人２時間まで…登録カードをお持ちの
方のみとなります。
9：00〜17：00
問い合せ

河東総合体育館75-5111

無料開放日

６月２８日
（日）〜９月６日
（日）
毎週月曜日
（海の日は除く）
・
大会予定日
◎９：３０〜１１：３０
◎１２：３０〜１４：３０
◎１５：００〜１７：００
※各2時間の総入れ替え制
７月２0日(月）
「海の日」
８月２１日（金）
「県民の日」

※詳細はお問い合せください
鶴ヶ城体育館
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7月〜9月四半期予定表
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鶴ヶ城体育館あいづ総合体育館
4.5 バーモントカップ少年フットサル福島県大会
5 県民スポーツ北会津大会
9〜12 県総体バドミントン大会
18 ゼビオカップ3ｂｙ3
19 レディース＆メンズバドミントン大会
22〜24 県中体連バスケットボール競技
25.26 第13回ミニバスケちびっこ大会
26 全会津五十射弓道大会
25.26 尾道、会津若松市少年親善柔道大会
2 夏季親善少年少女球技大会
2 小学生学年別柔道地区予選
4〜6 東北中学校体育大会剣道競技
10.11 全日本歯科学生総合体育大会バスケットボール大会
15.16 東日本少年和田旗剣道大会
17〜25 第42回全国中学生テニス選手権大会
28.29 高体連全日本卓球選手権会津地区予選
30 生涯スポーツキャンペーン2015親子体操教室
5.6.7 高体連バスケツト選抜大会会津地区大会
12 バドミントンジュニアチャレンジ大会
12.13 高体連弓道新人大会
19.20 会津白虎杯卓球大会
21〜23 高体連新人バドミントン大会
26.27 高体連新人柔道会津地区大会
26.27 緑地協会理事長杯兼民友杯争奪ジュニアカップ大会
29.30 市中体連新人バスケ大会
あいづ陸上競技場
あいづ陸上競技場
19 福島ユナイテッド・親子サッカー教室
22〜24 高体連新人陸上大会
3.4 全会津中体連駅伝競技大会
8〜13 第55回福島県高等学校新人体育大会陸上競技大会
あいづ球場
あいづ球場
4 プロ野球イースタンリーグ・楽天ｖｓ巨人
10〜15.18 高校野球福島県大会
1.2 水戸市長旗杯東日本野球大会
会津総合運動公園テニスコート
会津総合運動公園テニスコー
ト
4〜6 福島県総合体育大会
12 第33回全会津級別テニス選手権大会
18 中学校県大会強化練習会
19 全会津小学生ソフトテニス学年別大会
25〜27 東北中学校テニス選手権
29〜31 平成29年会津インターハイ開催記念交流テニス大会
2.3 第20回全会津高校新人シングルステニス選手権
6 全会津中学校ソフトテニス学年別大会
9 第15回ゼビオカップ全会津ダブルステニス大会
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※スペースの都合上全ての大会は掲載しておりません。
また、
日程は変更になる場合があります。

10〜12 会津テニスフェスティバル
13 ソフトテニスステップアップツアー
17 全会津中学校強化研修大会
18〜25 全国中学生テニス選手権大会
28 高体連新人ソフトテニス会津地区
29〜31 高体連新人テニス会津地区
4.5 高体連新人ソフトテニス会津地区
12 秋季全会津中学校ソフトテニス大会
13 第43回福島県社会人ソフトテニス選手権
19.20 県小学生テニス選手権大会
21 第30回星野杯全会津シングルステニス選手権大会
22 秋季全会津中学校ソフトテニス大会
27 全会津ソフトテニス選手権大会
29.30 中体連ソフトテニス新人総合大会
あいづドーム あいづドーム
4〜6 福島県総合体育大会
12 第１回ＪＯ-ＣＵＰ
ｉ
ｎ会津（サッカー）
19 全会津小学生ソフトテニス学年別大会
25〜27 東北中学校テニス選手権
2.3 第20回全会津高校新人シングルステニス選手権
6 全会津中学校学年別大会
10〜12 会津テニスフェスティバル
13 ソフトテニスステップアップツアー
17〜25 全国中学生テニス選手権大会
29.30 全会津中学校ソフトテニス強化研修大会（個人）
31 第48回高体連県新人テニス選手権大会 会津地区大会
6 第13回県選抜ゲートボール大会
10 信金年金友の会ゲートボール大会
12 秋季全会津中学校ソフトテニス大会（団体）
13 第43回県社会人ソフトテニス選手権
19.20 第27回県秋季小学生テニス選手権大会
22 秋季全会津中学校大会ソフトテニス（個人）
27 全会津ソフトテニス選手権大会
29.30 中体連ソフトテニス新人総合大会
・ラグビー場
多目的サ多目的サッカー
ッカー・ラグビー場
4.12.18 県ユース（Ｕ−１５）サッカー会津地区予選
5.19 県サッカー選手権大会（天皇杯）
10.11.13 高体連女子ソフトボール県総体
20 高円宮杯Ｕ-18サッカーリーグ2015 福島県3部リーグ
25 全会津中学生リーグ戦大会
26 全会津社会人サッカーリーグ
1.8.16.22.29 県Ｕ−１５サッカーリーグ戦大会
2 全会津社会人サッカーリーグ
3〜11 市夏季研修サッカー大会
23 全会津中学生リーグ戦大会

30、
9/6.27 県社会人サッカーリーグ
5.19.23.26 県ユース
（Ｕ−１５）選手権大会
20 全会津社会人サッカーリーグ
21.22 全会津中学生リーグ戦大会
29.30 市中体連新人総合大会
多目的A
多目的A・Bグラ
ウン・
ドBグラウンド
7
10〜13 県総体ソフトボール少年女子
8
2 夏季親善少年少女球技大会
7〜11 市夏季研修サッカー大会
30 市会長杯ソフトボール大会
9
4〜7 高体連ソフトボール県新人会津地区大会
12.19.26.27 市会長杯軟式野球大会
（学童）
13 県ユース
（U-15）選手権大会
22.23 全会津中学生リーグ戦大会
29.3 市中体連サッカー新人大会
鶴ヶ城体育館 鶴ヶ城体育館
7
4 第４回全会津学生強化卓球大会
11.12 県総体なぎなた競技
16 市老連健康づくりスポーツ交流大会
22〜24 県中体連柔道競技
8
6〜11 全日本歯科学生総合体育大会バスケットボール大会
15.16.22 福島県連合青年大会
23 会津リーグバドミントン大会
「會」〜Ｇo for it〜やってみんべぇ！
30 つなごう
9
6 ジョイスポーツデー
19.20 高体連会津地区新人体操大会・全会津ジュニア新体操大会
27 環境フェスタ
29.30 中体連新人体操新体操大会
会津庭球場
会津庭球場
7
5 県民スポーツ大会北会津ソフトテニス大会
8 10・11・12 第8回会津テニスフェスティバル
23 第25回婦人ソフトテニス協会大会
9
6 シニアクラブソフトテニス大会
第2球場
第2球場
7 11.12.18〜20 全日本少年軟式野球大会
25.26 マクドナルド杯軟式野球大会
8
1.2.8.9 サンバッティング杯軟式野球大会
3 白虎杯軟式野球大会
15.16 信金杯野球大会
22 東北学童野球新人福島県大会
29.30 市内中学軟式野球大会
9
6 ジョイスポーツデー
12.13.19.20.26 会長杯学童野球大会
22.23 白虎杯軟式野球大会
29.30 市中体連野球新人大会
9

会津水泳場
会津水泳場
4.5 夏季ジュニアオリンピックカップ県予選会
12 全会津総体水泳競技
20 海の日無料開放
22〜23 県中学校体育大会水泳競技
28 市小学校体育大会水泳競技
8
21 県民の日無料開放
23 市民水泳大会
27 市中体連新人水泳大会
9
4〜6 県高体連新人水泳大会
武徳殿・弓道場武徳殿・弓道場
9
6.13 全会津剣道連盟合同稽古会
ふれあい体育館
ふれあい体育館
7
19 夏季親善少年少女競技大会（一箕地区）
8
29.30 県なぎなた連盟・武道館共催地域指導者研修会
9
13 壮年レディース家庭バレーボール大会
27 会津クラブバレーボール連盟秋季選手権大会
河東総合体育館
河東総合体育館
7
12 福島復興支援卓球大会兼福島スポーツ祭典卓球大会
18〜20 県なぎなた連盟・武道館共催青少年なぎなた錬成大会
26 会津若松市卓球協会・会津若松市ラージボール卓球大会
8
6〜11 全日本歯科学生総体バスケットボール大会
20.21 全会津中学校バスケットボール1年生大会
23 第５回全国ママさんバレーボール大会会津地区予選
9
6 会津地区ジュニアバスケットボール連盟・中学生支部選抜交流大会
12 河東地区敬老会
13 第５回全国ママさんバレーボール大会福島県予選
20 会津ドッジボール協会・会津信用金庫カップ
河東弓道場
河東弓道場
8
23 全会津弓道連盟・全会津遠的弓道大会
河東野球場
河東野球場
7
12.19 第５７回河東地区町民野球大会
8
1.22.23 少年硬式野球交流戦
2 第３８回河東地区町民ソフトボール大会
8.9.29 福島県青年軟式野球大会
9
9 第８７回三協会親善ゲートボール大会
12.13.19.20 少年硬式野球交流戦
22.23.26 軟式野球白虎杯大会
小松原多目的運動場
小松原多目的運動場
7
10〜13 県総体 ソフトボール大会
8
1〜3 白虎杯野球大会
8.9 交流戦野球大会
22.23.29 全会津中学校ソフトボールフェスティバル
9
23.26.27 白虎杯野球大会
29.30 中体連新人総合サッカー大会
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福島県委託事業「親子ふれあいサッカー教室」
ッドＦＣ
参加者募集中！ 主催：福島県 主管：福島ユナイテッ
2015年0７月1９日（日） 13：00〜14：00

場所：あいづ陸上競技場

福島ユナイテッドFC・
「
【福島県委託事業】
親子ふれあいサッカー教室」
をあいづ陸上
競技場において開催します。
サッカー未経験・初心者のお子様はもちろん、
お父さん＆
お母さんも大歓迎です。
親子で楽しく体を動かして、
親子の絆を深めましょう！参加費
は無料です！また、
参加特典として、
福島ユナイテッドFCホームゲーム観戦親子ペアチ
ケット
（Aゾーン）
をプレゼントいたします！！たくさんのご応募お待ちしております
※小雨決行となります。
※受付開始はサッカー教室開始の３０分前となります。
対

TEL27-0111

○チケットボードインフォメーションセンター内全国統一かけっこチャンレンジ2015事務局
TEL 0570-006-506 13：00〜18：00 (月・日及び祝日休業)
http://www.kakekko-japan.com/
○一般財団法人会津若松市公園緑地協会 事業係（施設2課 鶴ヶ城体育館内）
TEL 0242-27-0111 8：30〜19：15（土日祝日は17：15まで） http://aizu-sportspark.jp/

■主催：一般財団法人会津若松市公園緑地協会、
（株）ボードウォーク ■協力：会津陸上競技協会

│

海の日に運動施設を無料開放します。ふだん利用の無い方もご
家族やグループで体を動かしてみませんか。ご利用希望の方は予
約が必要ですので、各体育館窓口までお問い合せください。

⑷

平成

みどり

平成27年7月１日発行

象

保育園児、幼稚園児、小学生、中学生の親子ペア２０組程度（お子様1名に対
して大人1名）
※お子様も大人も男女は問いません。

当イベントに関するお問い合せ （株）AC福島ユナイテッド

指 導 者
持 ち 物

参 加 費
参加特典
お申込み方法
応募締切

福島ユナイテッドFCトップチームコーチ・スタッフ
運動できる服装、運動靴（スパイクは不可）、ボール1つ、
飲み物
※クラブでもボールを準備しておりますので、ボールがない場合はス
場合はス
合はス
タッフへお知らせください
無料
①福島ユナイテッドFC ホームゲーム観戦親子ペアチケット（Aゾーン）
②飲み物（500ｍｌペットボトル1本）
ホームページをご覧ください。
URL http://fufc.jp
開催日の５日前
※お申込みいただいた方へ、ご記入いただいたＦＡＸまたはメールア
ドレス宛に当日の詳細をご連絡いたします。

TEL:024-573-8203
（月〜金9：00〜18：00）
FAX：024-573-8204

⑶ 平成27年7月１日発行

平成27年7月１日発行

申し込み・問い合せ

あいづ 総合 体 育館 … 28 4440
鶴 ヶ 城 体 育 館 … 27 0111

健康体操教室

エアロビクス教室

日 時 毎週火曜日

日 時 毎週木曜日

１０時00分〜１１時３０分
柔道場

申し込み
（7月1日より）
ふれあい体育館 37ｰ0717

場 所 河東総合体育館 フィットネスルーム
準備物 室内シューズ、
飲み物、
タオル

ちょっと体を動かしたいなあと感じている方。簡易な筋力トレーニングや
ストレッチで運動不足を解消しながら、
体力をつけましょう。

障がい者スポーツ体験教室

日 時 毎週土曜日

日 時 7月11日
（土）

１5時〜１7時

参加料 無料
準備物 室内シューズ

8月16日
（日）
9月5日
（土）
、
26日
（土）
飲み物
10月12日（月・体育の日）、31日（土） 申し込み 不要（当日直接お出で下さい）
11月14日（土）、29日（日）
福島県障がい者スポーツ協会
１3時30分〜１5時0０分
会津支部と共催で開催します。皆
場 所 ふれあい体育館
様のご参加お待ちしています。

場 所 鶴ヶ城体育館、
会津水泳場
小学生以上を対象に飛込の基礎を中心
に行い体育館ではトランポリンやスト
レッチ、プールシーズンには実際の飛込
プールで板飛込を行います。

スポーツ体験教室募集
ダイエットや
そして大会参加 体力向上、
を目指し
走ってみましょうて
！

9月18日
（金）
10：00〜12：00
場
所 あいづ陸上競技場
9時50分集合
（受付）
参 加 料 200円
（スポーツ保険料）
申し込み・お問い合せ あいづ総合体育館 28-4440
体験日時

一般財団法人会津若松市公園緑地協会・共催事業

申

し

込

み

容 楽しみながらの観察会・木の枝クラフト（雨天時変更あり）

準

子供１００円（小学生以上）

備 長袖・長ズボン・履きなれた靴・雨具・昼食・飲み物

そ の 他 申し込みの際は住所・氏名・年齢・連絡先をお願いします。

Ơ

定員20名

秋の自然観察会に参加してみませんか。背あぶり山の自然
や植物を観察しながら歩く、
およそ２時間ほどの行程です。詳
細は気軽にお問い合せください。

定員25名

無農薬・有機栽培に興味はありませんか？ＪＡＳ有機認定を
取得し有機無農薬で米と野菜を栽培している方による有機
無農薬栽培の実際と家庭菜園のコツについて。
参加無料。

背あぶり山散策

有機無農薬栽培の実際と家庭菜園のコツ

日 時

9月9日
（水）９：３０〜１２：0０

集合場所

背あぶり山レストハウス駐車場 受付9時より

日 時

8月26日
（水）10：0０〜１２：0０

参加費

200円（保険料）

場 所

河東農村環境改善センター

講 師

長尾

準備するもの

長袖、長ズボン、履きなれた靴、飲み物、タオル、雨具

申し込み期間

７月１日
（水）〜７月３１日（金）
（定員になりしだい締め切らせていただきます）

申し込み期間

好章

さん

７月１日
（水）〜７月３１日
（金）
（定員になりしだい締め切らせていただきます）

申し込み（７月１日より）／ふれあい体育館 ３７−０７１７

花と緑のサポーター募集
ポールを使って歩くノルディックウ
ォーキング、公園内の景色を楽しみな
がら運 動し、ストレスを解消しましょ
う！
インストラクターの指導のもと、楽し
く会話をしながら公園内を３キロ程度
歩きます。ポールは協会で準備します。

ノルディックウォ
ーキングを
体験して
ストレスを解消 運動不足や
しましょう！
体験日時
場
所
集合場所
参 加 料
申し込み・お問い合せ

９月25日（金）
9：30〜11：30
あいづ球場会議室、総合運動公園内ウォーキングコース
あいづ球場会議室 9時20分集合（受付）
500円（ポールレンタル料300円、
スポーツ保険料200円）
あいづ総合体育館 28-4440

※小雨時は公園内ウォーキングコースで、
雨天時は球場内の通路で行います。
（雨具とお
飲物やタオル等はリュックやウエストバックで携行できるようにご準備ください。
）

VS

お問い合せ先：㈱楽天野球団

切 7月27日
（月）

内

参 加 費 大人２００円

⽋᳝
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申し込み（７月１日より）／ふれあい体育館 ３７−０７１７

チケット：コンビニ、
プレイガイド、あいづ総合体育館窓口にて発売中！

東北楽天
ゴールデンイーグルス

締

※小学3年生以下のお子さんは保護者の同伴必要

ৡ অୣڻझ؟

あいづ総合体育館
TEL.28-4440

２０１５年プロ野球イースタン・リーグ公式戦
７月４日（土）
試合開始１３：００
（開場／１１：1０）
場所：あいづ球場

所 会津総合運動公園・あいづ球場会議室集合

ノルディックウォーキング教室

募集人員１0名

ダイエットや運 動不足 解消に
手軽なジョキング
走り出してみたいけどなかな
か始められない方、
どうせ走るな
らステキなフォームで走り出して
みませんか。
初心者大歓迎です。
※小雨決行

時 8月2日
（日）
10時開始

場

地域交流事業 主催：ＮＰＯ法人福島県もりの案内人の会 会津支部 共催：一般財団法人会津若松市公園緑地協会

初心者大歓迎！全身をバランス良くリズミカルに 動かす有酸素運動のレ
ッスンです。 楽しい音楽に合わせて運動不足を解消しましょう♪
申し込み・お問い合わせ あいづ総合体育館 ☎２８−４４４０

飛込教室

日

募集人数 50名程度
募

会津総合運動公園の樹木を観察しましょう！
野鳥や昆虫もいるかな？
白虎池の観察も面白く楽しいですよ(*^̲^*)
草花遊びもあるかな？？
午後は木の枝クラフト体験だよ！
！ ᤤ㘩ߦ

１０時30分〜１１時３０分

場 所 あいづ総合体育館
準備物 飲み物、
タオル

ジョギング教室

夏だ・山だ・森林まつり

スポーツクラブの受講生を募集しま
す。費用は入会金（スポーツ保険料）
1,850円と月会費1,000円となりま
す。会費は各コースでの負担になりま
すが重複しての申し込みも可能です。

スポーツクラブ生徒募集

⑵

読売
ジャイアンツ

イーグルスキャップ小学生以下先着500名プレゼント
来場者全員ジェット風船プレゼント
中学生以下のお子様全員無料（付き添いの保護者も
1名まで無料）※対象は外野席
シニア割引！当日券のみ65歳以上方はバックネット
裏席、内野席が700円！

℡０５０−５８１７−８１９２
（平日10〜18時のみ）

公園緑地協会の新規事業として
協会 新規事業
協
新規 事 業
『花
『花と緑のサポーター活動』
緑
ポ
活動
活
を行っています。
行
『花と緑のサポーター活動』とは、市内の運動施設周辺の緑化活動（花壇への花苗定
植や除草など）を当協会と一緒に協働で行うものです。
当協会では『花と緑のサポーター』として登録していただける方を募集しております。
特 典 その

1

サポーター
登録は無料

特 典 その

2

作業用の
エプロン＆
園芸用手袋
支給

特 典 その

3

当協会生産の
花苗を
無料で進呈

申し込み・問い合せ

ふれあい体育館

37-0717

平成27年夏巡業 大相撲あいづ場所【東日本大震災復興支援チャリティー事業】
横綱・白鳳、新鋭・遠藤、福島県出身・双大竜をはじめ
日本相撲協会総勢２６０名があいづ総合体育館に集結。
初っ切りや相撲甚句など巡業ならではの催しや迫力ある取組が行われます。
８月９日（日） あいづ総合体育館メインアリーナ
チ ケ ット 料 金

チケット発売情報

開場８時〜

打出し（終了）１５時

タマリ席Ａ 13,000円
タマリ席Ｂ 11,000円
１階椅子席 10,000円
2階指定Ｓ席 7,000円
飲食・土産セット 3,000円
各プレイガイド、
チケットぴあ、
ローソンチケット、
イープラス、
あいづ総合体育館窓口にて販売中
残りわずかの為、
各窓口にお問い合せ下さい

お問い合せ先

大相撲あいづ場所実行委員会 0120−422−775

