
岩沼ビッグアリーナ（総合体育館） 8月 分［７／２０発行］
ホームページアドレス　http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/

午　前     (9:00～12:00) 夜　間　　（18:00～20:45） 午前（9：00～12：00） 夜間（18：00～20：45） 午 前 午 前 午 後 夜 間

［開］ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ、（卓球） [開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ（市民優先） [開]バレーボール

［開］テニス ［開］ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（高校生以上） [開]バレーボール [開]ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（ファミリー）
午前 　　　　９：００～１２：００

［開］ｿﾌﾄﾃﾆｽ（市民限定） ★ 利用時間区分 午後 　　　１３：００～１７：００

[開]バレーボール [講] 夜間 　　　１８：００～２０：４５

[開]バドミントン、(卓球) [開]ソフトバレーボール

[開]バレーボール

中学校新人卓球大会個人戦 兼
全日本卓球選手権 前日準備

中学校新人卓球大会個人戦 兼
全日本卓球選手権 前日準備

［開］ｿﾌﾄﾃﾆｽ（市民限定）

[開]バドミントン、(卓球) [開]バレーボール

市民開放デー
（バレーボール）

［開］硬式テニス  ※小・中学生が、午後６時以降利用する場合は、

［開］ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ、（卓球） [開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ（市民優先） [開]バレーボール [講] 　　保護者の付き添い等が必要です。

［開］テニス ［開］ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（高校生以上） [開]バレーボール [開]ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（ファミリー）

［開］ｿﾌﾄﾃﾆｽ（市民限定）

[開]バレーボール  ★ 一般開放での「部活動」はできません。」

[開]ソフトバレーボール

[開]バレーボール [講]

［開］硬式テニス

［開］ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ、（卓球） [開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ（市民優先） [開]バレーボール

［開］テニス ［開］ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（高校生以上） [開]バレーボール [開]ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（ファミリー）

［開］ｿﾌﾄﾃﾆｽ（市民限定）

市民開放デー
（バレーボール）

　　  交付されてからの利用になります。

[開]バドミントン、(卓球) みやぎジュニアトップアスリートアカデミー

競技体験プログラム(なぎなた) [開]ソフトバレーボール
　★ 中学生以下の入室及び利用はできません。

[開]バレーボール

［開］硬式テニス ［開］ソフトバレーボール [開]ソフトバレーボール

［開］ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ、（卓球） [開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ（市民優先） [開]バレーボール

［開］テニス ［開］ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（高校生以上） [開]バレーボール [開]ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（ファミリー）

［開］ｿﾌﾄﾃﾆｽ（市民限定） [講]

※急な事情により、予定表に変更が生じる場合があります。詳しくは総合体育館までお問い合わせください。

★「市民開放デー」に限り、スポーツ用具の貸し出しを行います。通常通り、利用料金は自己負担になりますのでご了承ください。

［開］

［開］

繋　男女混合バレーボール大会

［開］
17時～

[開]バドミントン、(卓球)

［開］バドミントン、ソフトバレー、（卓球）

［開］テニス（市民優先）

［開］テニス（市民優先）

みやぎジュニアトップアスリートアカデミー
第4回育成プログラム

市民開放デー（バスケットボール）

［開］ソフトバレーボール

[開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

[開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

［開］ソフトバレーボール

[開]バスケットボール

[開]バスケットボール

［開］ソフトバレーボール

［開］ソフトバレーボール

[開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

市民開放デー（バスケットボール）

［開］ソフトバレーボール

岩沼市太極拳 大河

[開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

[開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

［開］

[開]バドミントン、(卓球)

［開］ ［開］

［開］バドミントン、ソフトバレー、（卓球）

［開］

［開］

［開］

第8回ソフトバレー・サマーフェスティバル岩沼大会

[開]バドミントン、(卓球)

第38回 宮城県中学校新人卓球大会個人戦 兼
平成30年度全日本卓球選手権(カデットの部) 宮城県予選

第38回 宮城県中学校新人卓球大会個人戦 兼
平成30年度全日本卓球選手権(カデットの部) 宮城県予選

[メインに同じ]

［開］ [メインサブ
に同じ]［開］ソフトバレーボール

［開］

［開］

［開］

［開］

［開］

［開］バドミントン、ソフトバレー、（卓球）

[開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

［開］

31日(金)

27日(月)

 ★　　　　　　　の部分は個人利用ができません。

　TEL ０２２３（２４）４８３１　ＦＡＸ ０２２３（２４）４１７４

　　岩沼市総合体育館（岩沼ビッグアリーナ）

20日(月)

［開］

［開］バドミントン、ソフトバレー、（卓球） ［開］ソフトバレーボール ［開］

［開］

［開］

［開］

［開］

22日(水)

21日(火)

  ★ 講習会（要予約・定員あり）を受け、登録証を

［開］

［開］

　◎今月の講習会･･･裏面参照　　　

トレーニングルームを利用するには？

 ★ 一般開放時のメインアリーナ卓球種目については
　　　卓球室に空きがない場合に限りメインアリーナを
　　　開放します。

［開］

28日(火)

18日(土)

［開］

［開］

［開］

     持参の上利用してください。

26日(日)

24日(金)

25日(土)

23日(木)

［開］

［開］

［開］

19日(日)

17日(金)

［開］

27日(月)

23日(木)

31日(金)

30日(木)

29日(水)

※ホームページ更新、出先機関への配置は毎月20日頃を予定しています。

［開］

［開］

　　　　　　　　岩沼市里の杜１丁目１番１号　30日(木)

29日(水)

［講］印は講習会です。よって、その時間帯は一般利用が出来
ませんので、ご注意ください。

★準備、後片付け、モップ掛けは、利用時間区分内で行ってください。　★ゴミはすべてお持ち帰りください。

28日(火)

［開］

［開］ソフトバレーボール

繋
男女混合バレーボール大会

［開］

26日(日)

25日(土)

21日(火)

18日(土)

［開］バドミントン、ソフトバレー、（卓球）

［開］バドミントン、ソフトバレー、（卓球）

［開］テニス（市民優先）

［開］テニス（市民優先）

[開]バドミントン、(卓球)

［開］バドミントン、ソフトバレー、（卓球）

［開］テニス（市民優先）

19日(日)

［開］テニス（市民優先）

市民開放デー（バドミントン、ソフトバレー、卓球）

14日(火)

15日(水)

17日(金)

16日(木)

24日(金)

22日(水)

20日(月)

[開]バドミントン、(卓球)

 ★ 運動できる服装・上靴、運動に必要な用具は

13日(月)

11日(土)

14日(火)

16日(木)

［開］ ［開］

［開］

［開］［開］

〇中学生以下 (市民)  無 料   (市外の方)  ７０円

※市内の中学生以下の方が利用される場合は、事務室
　　内の利用者名簿に必要事項を記入してください。

［開］

12日(日) 12日(日)

11日(土)

［開］

13日(月)

15日(水)

［開］市民開放デー（バドミントン、ソフトバレー、卓球）

施　　　設　　　設　　　備　　　点　　　検　　　・　　　保　　　守　　　及　　　び　　　修　　　繕　　　日

［開］

施設名 サ　　　ブ　　　ア　　　リ　　　ー　　　ナ 卓　球　室 トレーニングルーム

午　後　　(13:00～17:00)時　間 午後（13：00～17：00） 夜 間午 後

メ　　　イ　　　ン　　　ア　　　リ　　　ー　　　ナ

行事予定表 平成30年8月

［開］

［開］

［開］

［開］

東北高校　バドミントン強化練習会

［開］バドミントン、ソフトバレー、（卓球） ［開］ソフトバレーボール

［開］

[開]バスケットボール

［開］

［開］ソフトバレーボール

［開］［開］テニス（市民優先）

[開]バドミントン、(卓球) [開]バスケットボール

[開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

[開]ﾊﾞﾄﾞ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

1日(水) 1日(水)

2日(木)

3日(金)

［開］

3日(金)

4日(土)

8日(水)

7日(火)

［開］

5日(日)

6日(月)

9日(木)

［開］ソフトバレーボール［開］バドミントン、ソフトバレー、（卓球）

みやぎジュニアアカデミー 第4回育成プログラム

［開］

［開］

［開］10日(金)

[使用不可]

利用される方へ

〇高 校 生    　(市民)  50円    (市外の方) ７０円

★[開]印は一般開放です。指定された種目の運動ができま

す。なお、貸切ではありませんので、混雑時はゆずりあって利

用して下さい。

午前・午後・夜間の各区分ごと、及び各利用施設
ごと１区分１回につき、券売機にて個人利用券を
購入してから利用 してください。

6日(月)

〇一般・大学生 (市民）100円  (市外の方)１５０円

2日(木)

4日(土)

5日(日)

利用料金など

10日(金)

7日(火)

8日(水)

9日(木)


