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一般財団法人会津若松市公園緑地協会だより
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10月11日（日）9：30～１６：00
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所

会津総合運動内
あいづ陸上競技場正面広場

ール
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チューリップ球根の無料配布
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（HOPES Girlsによるステージ）
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会津総合運動公園の利用促進と市民のスポーツ・レクリエー
ション振興のために第６回会津総合運動公園まつりを開催し
ます。紅葉に色付く公園で、こども達と一緒に楽しくすごしてみ
ませんか。チューリップ球根の無料配布や、遊具を設置してお
待ちしております。
お問い合せ：一般財団法人会津若松市公園緑地協会 TEL28-4440
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公園管理機械展示
新鮮地元農産物
ふわふわ遊具
模擬店
らくがきコーナー
フリーマーケット

その他の
イベントや出店
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昨年の運動公園まつり
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平成

第14号

︵０２４２︶
２８ ４４４０
編集・発行 一般財団法人会津若松市公園緑地協会 〒９６５ ０８２６ 会津若松市門田町大字御山字村上１６４ 電話

みどり

平成27年10月１日発行

平成27年10月１日発行

⑷

施設の無料開放のご案内

10月12日 体育の日
９：00〜17：00

運動施設を無料開放します。この機会にご家族で、お友達
どうしで、体を動かしてみませんか？
10月１日（木）８：30より電話又は窓口で予約の受け付け
を致します。

問い合せ・申し込み☎
あいづ総合体育館
鶴ヶ城体育館

28-4440
27-0１１１

ふれあい体育館 37-0717
河東総合体育館 75-5111

2015年10月〜2016年3月下半期予定表
あいづ総合体育館
あいづ総合体育館
10
10 親子わくわくランド
11.12 全会津中学生新人バドミントン大会
11 全会津中学校新人柔道大会
16〜18 県高体連新人大会・弓道競技
17〜19 県男女総合バスケットボール選手権大会
24 ちびっ子大運動会
24 高体連弓道1年生会津地区大会
25 マクドナルドカップドッジボール大会
30.31.11/1 県高体連新人大会・剣道競技
11
3 会津オープンミックスフェスタバドミントン大会
7 全会津学生強化卓球大会
8 全会津バドミントン秋季大会
8 体力つくり家庭バレーボール大会
8 全会津秋季弓道大会
14.15.21.22 全国ミニバスケ兼県優勝地区大会地区予選兼民報杯
15 和泉流空手護身術大会
22 五十嵐道場・県選手権大会
23 葵ライオンズクラブカップドッジボール大会
28.29 bjリーグ 福島ファイヤーボンズ×埼玉ブロンコス
12
4.5 スポーツ推進課県イベント予定
6 市民ソフトバレーボール大会
12.13 全国ミニバスケ県予選会兼県優勝大会
13 県柔道選手権会津予選
20 全会津バドミントンダブルス大会
23 市中学生強化リーグ卓球大会
1
5.6 ニューイヤーキャンプあいづ中学生バスケットボール大会
8〜11 県高校新人大会バスケットボール競技
16.17 全会津男女総合バスケットボール選手権大会
22〜25 県高校新人体育大会バレーボール競技
30.31 ミニバスケットボール・トレジャーリング講習会
31 市民体育祭(柔道）
2
6 市民体育祭（ミニバスケ）
7 市民体育祭（全体）
13.14.20.21 ミニバスケ会長杯兼民報ＦＴＶ全会津新人兼県新人地区予選会
27.28 会津バレーボールフェステバル
3
6 全会津総合バドミントン選手権大会
12.13 bjリーグ 福島ファイヤーボンズ×岩手ビッグブルズ
19〜21 会津バスケットボールフェスティバル

●あいづ総合体育館サブアリーナ バドミントン、
●会津庭球場（一部時間制限有） バレー、バスケ
●ふれあいテニスコート
テニス 等々
●河東テニスコート
1回に２時間まで、当日空いていれば延長も可能
① 9：00〜11：00 ③13：00〜15：00
②11：00〜13：00 ④15：00〜17：00

●河東トレーニングルーム

※２時間まで。予約の必要はありませんが、登録カードをお持ちの方のみが対
象となりますので新規の方は以前に講習を受けていただく必要があります。

※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。

20 西郷四郎柔道大会
27 会津オープンラージボール卓球大会
あいづ陸上競技場
あいづ陸上競技場
10
4 鶴ヶ城ハーフマラソン大会
7
市小学校陸上競技大会
18 J3リーグ 福島ユナイテッドFC×藤枝MYFC
31.11/1 全会津秋季陸上競技大会
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
10
10.11 高体連ソフトテニスAIZUカップ新人大会
17 高体連ソフトテニス会津地区1年生大会
18 公園緑地協会理事長杯テニス大会
25 全会津クラブ対抗ソフトテニス選手権大会
30.31.11/1.2.3 県高体連ソフトテニス新人大会
11
8 竹田杯クラブ対抗テニス大会
14 高体連全会津秋季テニスダブルス大会
15 高体連全会津秋季テニスシングルス大会
12
4.5 高体連全会津室内テニスダブルス選手権（少年の部）
あいづドーム あいづドーム
10
10.11 高体連ソフトテニスAIZUカップ新人大会
12 民友旗争奪全会津ゲートボール大会
17 会津桑名杯テニス大会
24.25 会津ブランドものづくりフェア
30.31.11/1.2.3 県高体連ソフトテニス新人大会
11
8 竹田杯クラブ対抗テニス大会
14 全会津秋季ジュニアテニス選手権大会
15 全会津インドアソフトテニス選手権大会
21.22 会津レインボー杯ゲートボール大会
23 会津若松・米沢親善交流テニス大会
12
4.5 高体連全会津室内テニスダブルス選手権（少年の部）
6 全会津選抜室内テニス選手権大会
20 会津若松市ミックスソフトテニス大会
1
17 県ゲートボール協会・会津支部初打ち大会
23 HJCソフトテニス県代表選考会津地区大会
2
7 市民体育祭（ソフトテニス）
21 全会津中学校インドアソフトテニス選抜大会
3
12.13 高体連ソフトテニスステップアップ
ツアーファイナルステージ
25 全会津グランドゴルフ大会

・ラグビー場
多目的サ多目的サッカー
ッカー・ラグビー場
1010.11.12.17.18 県中学新人サッカー会津地区予選大会
25 県社会人サッカーリーグ
31 全会津中学生リーグ戦大会
11
1.8 県社会人サッカーリーグ
3.7.21.22.23.28.29 全会津中学生リーグ戦大会
13〜16 県高校新人サッカー会津地区大会
多目的A
多目的A・Bグラ
ウン・
ドBグラウンド
10
2 民報杯グランドゴルフ大会
8 市老連グラウンドゴルフ大会
10〜12 還暦野球大会
25 秋季ソフトボール大会（実年、クラブ、レディース）
31 高校研修会ソフトボール大会
11 1.3.7.8.21.22.23.28.29 全会津中学生リーグ戦大会
13〜16 県高校新人サッカー会津地区大会
鶴ヶ城体育館 鶴ヶ城体育館
10
11 県なぎなた選手権大会
12 県フットサルリーグ
25 全会津バドミントンクラブ対抗戦
29.30.31.11/1 県高校新人新体操大会・県ジュニア新体操大会
11
3 秋季卓球大会兼鶴城ライオンズ杯卓球大会
7.8 地産地消まつり
21 会津若松市保育所保護者会連合会バレーボール大会
22 第11回 福島県フットサルリーグ
28 会津若松市保育所保護者会連合会バレーボール大会
12
5.6 郡山カップ福島県フットサル選手権会津地区予選
12.13 しんくみカップフットサル大会
20 オール会津ラージボール卓球大会
26 あいづシニア杯（Ｕ6〜9）フットサルフェスティバル
1 1/10〜3/12 会津フットサルリーグ
2
6.7 県柔道選手権大会
14 会津若松市子ども雪まつり
3
13 会津若松市長杯ドッジボール大会
第2球場
第2球場
10
1 市中体連新人総合大会軟式野球競技
10.11.12 還暦軟式野球大会
31.11/1.7.8.14.15 6年生交流軟式野球大会
武徳殿
武徳殿
10
18 「鶴ヶ城体験事業」什の掟体験・座禅体験

2

7 市民体育祭（剣道）
14 市民体育祭（弓道）
ふれあい体育館
ふれあい体育館
10
25 一箕地区文化祭
11
1 会津クラブバレーボール連盟秋季選手権大会
12
6 会津クラブバレーボール連盟社会人選手権大会
河東総合体育館
河東総合体育館
10
3.4 河東町スポ少河東カップミニバス交流大会
17 河東地区高齢者運動会
18 地区代表親善家庭バレーボール大会
11
1 福島県会津空手道選手権大会
3 会津障がい者スポーツ大会
15 会津ママさんバレーボールいそじ大会福島県予選会
22 秋季家庭バレーボール大会・河東町民バレーボール大会
29 会津バレーボール協会ソフトバレーボール大会
12 5.19.20.26.27 郡山カップ県フットサル選手権会津地区予選
6 河東地区対抗綱引き競技大会
12.13 東北ブロックなぎなた指導者研修会・審判研修会
23.24 県内なぎなた冬季強化錬成大会
1
11 会津バドミントンリーグ大会
24 河東地区町民バドミントン大会
30.2/13.14 あいづシニア杯（Ｕ−６〜９）フットサルフェスティバル
2
7 会津若松市民体育祭
11 全会津学生強化卓球大会
28 全会津バドミントン子ども大会
3
5 ミニバスケ卒業記念大会ＩＮ かわひがし
6 全会津インドアジュニア（小学生）ソフトテニス大会
12 全会津学生強化卓球大会
13 インドア日曜クラブソフトテニス大会
19.20 県なぎなた連盟春季強化錬成大会
2１〜27 全国高等学校ボクシング選抜大会
河東野球場
河東野球場
10
3.4 東北電力杯軟式野球大会
10.12 還暦野球大会
11 河東地区三世代ゲートボール大会
31.11/1 会津リトルシニア硬式野球会長杯
小松原多目的運動場
小松原多目的運動場
10
3.4 全会津中学新人ソフトボール大会

〜みんなで福島ユナイテッドＦＣを応援しよう！〜

2015明治安田生命Ｊ３リーグ リオン・ドールスペシャルマッチ
第34節

福島ユナイテッド FC vs 藤枝 MYFC
日時

２０１5

10/18（日）

場所

あいづ陸上競技場

（会津若松市門田町大字御山字村上１６４）

13：00キックオフ

（11：30開門）

☆リオン・
ドールコーポレーション
ド
ユナイテッ
ⒸAC福島

サッカー教室開催！
！

☆イベントやチケット購入の試合情報詳細は福島ユナイテッドFCホームページをご覧ください！

お問い合せ先 ㈱AC福島ユナイテッド

TEL.024-573-8203

⑶
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スポーツクラブ生徒募集

申し込み・お問い合せ先
あいづ総合体育館
鶴ヶ城体育館
ふれあい体育館
河東総合体育館

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。

健康体操教室

時

場
準

所
備

物

日 時 毎週土曜日

１5：00〜１7：00
場 所 鶴ヶ城体育館
小学生以 上を対 象に、来夏のプールシーズンへ向けた
基礎練習を体育館で行います。初めての方から大会を
目指す方まで楽しく行えます。

4440
0111
0717
5111

体 験 教 室 のご案内

時

所

※参加希望の方は申し込みをお願いします。
（前日まで）

日

時

場

所

10月11日（日）
10：30〜１2：3０
会津総合運動公園 陸上競技場前
（運動公園まつり会場になります）

時

秩父宮妃勢津子殿下は、最後の会津藩主松平容保公の四
男恒雄様の長女としてお生まれになり、昭和３年、昭和天皇
の弟君である秩父宮雍仁親王のもとに嫁がれました。この
朗報に当時の会津若松市民は、
「これで会津は賊軍の汚名
が晴らされた」と歓喜の渦に包まれました。その秩父宮妃勢
津子殿下が揮毫された会津万葉の歌碑が、昭和51年、会津
若松葵ライオンズクラブにより設置されました。又、その前
庭には昭和53年に、秩父宮妃勢津子殿下と松平容保公の
子孫である松平保定様、元福島県知事の松平勇雄様が御手
植えされた松があります。これは、秩父宮妃殿下ご成婚50
周年及び明治戊辰110年を記念して御手植えされたもの
です。会 津と皇 室を結ばれた秩 父宮妃勢津子殿下の想い
が、この歌や松から感じ取れるものと思われます。

記念碑の径

第二球場
多目的広場
（旧陸上競技場）
文化センター

三の丸の庭

募集人数20名

三の丸の庭

鶴ヶ城
体育館

記念碑の径

料

日

時

場

所

準備するもの
参
講

加

料
師

11月11日（水）
10：0０〜１1：3０
ふれあい体育館（ふれあいハウス）
花ハサミ
2,000円
春日 ひろみさん（キクヤ生花店）

みんなで福島ファイヤーボンズを応援しよう

日

時

場

所

準備するもの
参

加

講

フラワーアレンジメント 体験
教室

※締切り10月31日
写真の花のデザインは変更になる場合がございます。

県立博物館

花の寄せ植え
1,000円

容
加

※締切り10月15日

バスケットに花を盛りつけ素敵な
花籠を作ってみませんか？簡単に自
分だけの花籠が作れます。
当協会は、会津若松市の指定管理者として鶴ヶ城公園の管理運営を行っています。その鶴ヶ
城公園の三の丸区域内には、会津水泳場や多目的広場（旧陸上競技場）とともに、秩父宮妃殿下
の揮毫による会津万葉の歌碑や記念碑など本市の歴史に係る貴重な石碑等が存在するエリア
があります。
この石碑等は、市の許可を得て設置されたものや市に寄贈されたものなどがありますが、そ
の大部分は、時の流れと共に注目されることなく静かに佇んでいる状況にありました。
そこで当協会では、秩父宮妃殿下がご薨去されて20年を迎える今年、この由緒ある場所と貴
重な石碑等を広く紹介し、市民や観光客の皆様に、憩い親しんで頂くために改めて整備をする
ことに致しました。
今後は、三の丸の観光駐車場北隣の区域を「三の丸の庭」と称し、多目的広場南側歩道沿い
の区域を「記念碑の径」と称し、引き続き保全整備していくと共に石碑等を紹介する冊子を作成
するなど、市民の貴重な財産として紹介していきたいと考えています。

参

日本そばの作り方を体験してみませんか？
今回は初めて体験される方のみの募集です。
自分で打ったおそばはお持ち帰り出来ま
す。先着順なので、早めに応募してください。

福島県障がい者スポーツ協会会津支部と共催で開催します。皆様
のご参加お待ちしています。
フライングディスク、ボッチャ、カローリング、スラロームなど

１０月１２日
（月・体育の日）
、
３１日
（土）
、
１１月１４日
（土）
、
２９日
（日）
１3：00〜１5：0０
場
所 ふれあい体育館 参加料・準備物 無料、
室内シューズ、
飲み物
申 し 込 み 不要
（当日直接お出で下さい）

内

そば打ち体験教室

障がい者スポーツ体験教室

日

※申し込み・ふれあい体育館37-0717
※10月1日より受付開始 ※定員になり次第締め切ります。
募集人数30名程度

毎週木曜日 １０：30〜１１：30
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
申し込み・お問い合せ あいづ総合体育館 ☎２８−４４４０
日

場

⑵

運動公園まつり会場にて花の寄せ植えの実演を致します。
自分で１鉢作ることができ
ます。作った花はお持ち帰りできます。

初心者の方大歓 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♪

毎週火曜日 １０：00〜１１：30
あいづ総合体育館 柔道場
飲み物、
タオル

飛込教室
（基礎練習）

28
27
37
75

エアロビクス教室

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。

日

…
…
…
…

平成27年10月１日発行

料
師

初心者10名まで

10月30日（金）9：3０〜１3：0０
河東農村環境改善センター
エプロン
2,000円
渡部 善喜先生

クリスマスリース 体験
教室
松ぼっくりや針葉樹の葉などの自
然素材を使って、
クリスマスリースを
つくります。お部屋や玄関に飾ってみ
ましょう。
募集人数20名
※締切り10月31日

日

時

場

所

準備するもの
参
講

加

料
師

12月15日（火）10：0０〜１2：0０
河東農村環境改善センター
剪定ばさみ・ペンチ
2,000円
澁谷 直美さん（Conoha)

2015-2016 TKbjリーグ 会津戦開催!!

福島ファイヤーボンズ vs 埼玉ブロンコス

このエリア一帯には多くの記念碑等が 存 在しま
す。傷痍軍人の碑やシベリア抑留者慰霊碑などがあ
りますが、その中に秩父宮妃勢津子殿下の御手植え
の松と秩父宮殿下の弟君である高松宮殿下の御手
植えの梅があります。高松宮殿下は、ご病気気味で
あった 兄であ る 秩 父 宮 殿 下
をお慕いになっておられたと
のことです。三の丸の庭の御
手植えの松と共に、いかに本
市と皇 室 がゆかりが深いか
ということが 伺い 知 れるも
のです。

18：00
2015年11月28日
日時 試合開始（15：30開場）
13：30
2015年11月29日
試合開始（11：00開場）
会場

あいづ総合体育館

（会津若松市門田町大字御山
字村上164）

チケットのお求めは福島ファイヤーボンズＨＰをご覧ください。http:ﬁrebonds.jp

問い合せ先

福島スポーツエンタテインメント株式会社

TEL：024-927-0777

