2018年度 （平成30年度）

10月分 第3版

月 間 行 事 予 定 表

平成30年9月27日 現在

(予定表に掲載されている事項は,作成日現在のものです。急な変更が生じる場合がございますので詳細につきましては管理事務所までご確認願います)
日

曜

1

月

陸上競技場
県中学校新人体育大会(陸上競
技)(7:00-17:00)
県中学校新人体育大会(陸上競
技)(7:00-17:00)

2

火

3

水 休園日

4
5

笠松運動公園管理事務所

24

10月分

補助陸上競技場
県中学校新人体育大会(陸上競
技)(7:00-17:00)

投てき場
県中学校新人体育大会(陸上競
技)(7:00-17:00)

陸上会議室

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室

体育館（主）

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

ジュニアオリンピックリレー練習会
(8:30-12:00)

社会人リーグバスケットボール
(8:30-18:00)

佐野ミニバスケットボール少年団
(14:00-17:00)

県テニスクラブ対抗戦男子C・Dクラ
ス大会
(14面 8:30-17:00)

ほほえみカップサッカーチャンピオ
ンシップ(8:30-17:00)

県ママさんバレーボールさわやか
秋季大会
(8:00-19:00)

県ママさんバレーボールさわやか
秋季大会
(8:00-19:00)

長距離記録会
(7:30-17:00)

長距離記録会
(7:30-17:00)

長距離記録会
(7:30-17:00)

7

日

関東大学サッカーリーグ戦
(8:00-17:00)

8

月

東海村小学校陸上記録会準備
(共用 16:00-17:00)

9

火

東海村小学校陸上記録会
(7:00-17:00)

中央地区中学校新人体育大会体
操競技の部
(8:00-21:00)

10/9予備日…東海村小学校陸上
記録会(7:00-17:00)

県健康福祉祭いばらきねんりんス
ポーツ大会準備(8:30-17:00)

中央地区中学校新人体育大会体
操競技の部
(8:00-18:00)

県健康福祉祭いばらきねんりんス
ポーツ大会(7:00-17:00)

中央地区中学校新人体育大会バ
スケットボール競技の部
(7:30-21:00)

10/11予備日…県健康福祉祭いば
らきねんりんスポーツ大会
(7:00-17:00)

関東大学サッカーリーグ戦
(8:00-17:00)

茨城大学
(共用 9:00-12:00)

茨城大学
(共用 9:00-12:00)

14

日

県陸上競技第4回記録会
(7:30-17:00)

県陸上競技第4回記録会
(7:30-17:00)

県陸上競技第4回記録会
(7:30-17:00)

15

月

16

火

県民総合体育大会中学校大会 駅 県民総合体育大会中学校大会 駅
伝競走地区予選会(7:00-17:00)
伝競走地区予選会(7:00-17:00)

17

水

県民総合体育大会中学校大会 駅 県民総合体育大会中学校大会 駅
伝競走地区予選会(7:00-17:00)
伝競走地区予選会(7:00-17:00)

休園日

県ママさんバレーボールさわやか
秋季大会
(8:00-19:00)

①茨城中学(7面 9:00-17:00)
ほほえみカップサッカーチャンピオ
②水戸桜ノ牧高校(7面 8:30-15:00) ンシップ(8:30-17:00)
笠松スポーツ教室
(5面 12:00-19:00)

中央地区中学校新人体育大会バ
スケットボール競技の部
(9:30-14:00)
中央地区中学校新人体育大会バ
スケットボール競技の部
(9:00-14:00)

中央地区中学校新人体育大会バ
スケットボール競技の部
(9:00-16:00)

水戸税務署
(8:30-17:00)

日立水戸
(9:00-12:00)

①ソフトボール協会
(9:00-11:00, 13:00-15:00)

県陸上競技第4回記録会
(7:30-16:00)

国体強化
(9:00-12:00)

県民総合体育大会中学校大会 駅 県民総合体育大会中学校大会 駅
伝競走地区予選会(7:00-15:00)
伝競走地区予選会(7:00-15:00)

19

金

那珂市小学校陸上記録会
(7:30-17:00)

20

土

関東大学サッカーリーグ戦
(8:00-17:00)

①茨城大学(共用 9:00-12:00)
②スポーツフェスティバル準備

スポーツフェスティバル準備

21

日

スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

22

月

23

火

１0/19予備日…那珂市小学校陸上
記録会(7:30-17:00)

保健体育課
(14:00-17:00)

水

茨城大学
(共用 14:00-17:00)

幼児音体フェスティバル2018関東
大会
(9:00-17:00)

スポーツフェスティバル

茨城大学
(共用 14:00-17:00)

木

県中学新人大会体操競技の部
(9:00-21:00)

26

金

県中学新人大会体操競技の部
(8:30-21:00)

月

30

火 施設管理

31

水 施設管理

①県協会練習会(8:30-12:00)
②初心者教室(12:00-17:00)

茨城県中学校新人体育大会水泳
競技(8:00-21:00)

三つ葉幼稚園運動会
(7:00-16:00)

県協会練習会
(8:30-12:00)

茨城県中学校新人体育大会水泳
競技(8:00-17:00)

10/7予備日…三つ葉幼稚園運動
会
(7:00-16:00)

県協会練習会
(8:30-12:00)

県健康福祉祭いばらきねんりんス
ポーツ大会準備(8:30-17:00)

吉田幼稚園
(8:30-12:00)

休館日

県健康福祉祭いばらきねんりんス
ポーツ大会(7:00-17:00)

県健康福祉祭いばらきねんりんス
ポーツ大会
(2面 7:00-17:00)

吉田幼稚園
(8:30-12:00)

スポーツ教室(多目木⑥)

10/11予備日…県健康福祉祭いば 10/11予備日…県健康福祉祭いば
らきねんりんスポーツ大会(7:00らきねんりんスポーツ大会
17:00)
(2面 7:00-17:00)

①オークス佐野保育園
(11:00-13:00)
②みぎわ幼稚園運動会準備
(13:00-17:00)

スポーツ教室(多目金⑥)

①水戸桜ノ牧高校(14面 8:3012:00)
②茨城高校(7面 12:00-17:00)
③佐和高校(7面 12:00-17:00)

シニアサッカーリーグ戦
(8:30-17:00)

県一般男子大会
(2面 8:30-17:00)

①みぎわ幼稚園運動会(6:3013:00)
②吉田幼稚園運動会準備(13:0017:00)

①県協会練習会(8:30-12:00)
②チャレンジ教室(12:00-17:00)

9/30予備日…県テニスクラブ対抗
戦男子A・Bクラス大会
(14面 8:30-18:00)

シニアサッカーリーグ戦
(8:30-17:00)

県一般男子大会
(2面 8:30-17:00)

吉田幼稚園運動会
(6:30-17:00)

第5回公認記録会(8:30-17:00)

10/14予備日…吉田幼稚園運動会
(6:30-17:00)

スポーツ教室(多目月④)

10/13予備日…みぎわ幼稚園運動
会
(6:30-13:00)

スポーツ教室(多目火⑧)

幼児音体フェスティバル2018関東
大会
(9:00-17:00)

笠松連合杯テニス団体戦大会
(14面 8:30-17:00)

幼児音体フェスティバル2018関東
大会
(9:00-17:00)

スポーツ教室(多目金⑧)

①佐和高校(4面 9:00-15:00)
②10/6予備日…県テニスクラブ対
抗戦女子A・Bクラス大会
(8面 8:30-18:00)

①FC日立(8:30-12:00)
②スポーツフェスティバル準備
(12:00-17:00)

県熟年大会(壮年 実年)
(2面 8:30-17:00)

スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

茨城大学
(共用 9:00-12:00)

県中学校新人体育大会（新体操）
(7:30-18:00)

県中学校新人体育大会（新体操）
(7:30-18:00)

笠松スポーツ教室
(5面 12:00-19:00)

①グランドベースボールクラブ
(9:00-12:00)
②小学生サッカー(12:00-15:00)
③ひたちなかSC(15:00-17:00)

①県協会練習会(8:30-12:00)
②チャレンジ教室(12:00-17:00)

①救急救命指導者講習会(11:0018:00)
②県民総体スケート競技(フィギュ
ア 成少年の部)(18:00-24:00)

スポーツフェスティバル

県協会練習会
(8:30-12:00)

スポーツフェスティバル

笠松SC
(15:00-17:00)

スポーツ教室(多目月⑤)

施設管理

スポーツ教室(多目火⑧)

県高校体操競技新人大会
(8:00-21:00)
いきいき茨城ゆめ大会強化事業
（卓球）
(8:30-17:00)

10/19予備日…笠松連合杯テニス
団体戦大会
(14面 8:30-17:00)

佐野ミニバスケットボール少年団
(9:00-12:00)

10/7予備日…県テニスクラブ対抗
戦男子C・Dクラス大会
(14面 8:30-18:00)

シニアサッカーリーグ戦
(8:30-17:00)

中級障害者スポーツ指導員養成講 県ミックスダブルステニス選手権大
ＩＦＡリーグＵ－１３
習会
会
(8:30-17:00)
(8:30-18:00)
(14面 8:30-18:00)

建設フェスタ 準備

休館日

建設フェスタ 準備

スポーツ教室(多目木⑧)

建設フェスタ 準備

スポーツ教室(多目金⑧)

①10/13・14予備日…県一般男子
笠松スポーツ教室
大会②10/20予備日…県熟年大会
(クライミング 9:00-13:00)
(壮年 実年)(2面 8:30-17:00)

①グランドベースボールクラブ
(9:00-12:00)
①県協会練習会(8:30-12:00)
②幸の実園 四施設合同運動会準 ②チャレンジ教室(12:00-17:00)
備(13:00-17:00)

建設フェスタ

県民総体アイスホッケー競技(成少
年の部)(9:00-21:00)

水戸商業
(2面 8:30-17:00)

幸の実園 四施設合同運動会
(7:00-17:00)

建設フェスタ 撤収

県民総体アイスホッケー競技(成少
年の部)(9:00-21:00)

建設フェスタ 撤収

スポーツ教室(多目月⑥)

建設フェスタ 撤収

スポーツ教室(多目火⑨)

笠松スポーツ教室
(クライミング 9:00-13:00)

笠松SC
(15:00-17:00)
笠松スポーツ教室
(5面 12:00-19:00)

茨城大学
(共用 14:00-17:00)

スポーツ教室(多目金⑤)

①グランドベースボールクラブ
(9:00-12:00)
②三つ葉幼稚園運動会準備
(13:00-17:00)

高校新人バドミントン大会茨城県予 高校新人バドミントン大会茨城県予
選会水戸地区予選会
選会水戸地区予選会
(8:00-19:00)
(8:00-19:00)

25

29

スポーツ教室(多目木⑤)

スポーツ教室(多目木⑧)

スポーツフェスティバル

県中学校新人体育大会（新体操）
(7:30-18:00)

いきいき茨城ゆめ大会 選手育成・
強化事業(陸上)(8:30-14:00)

休園日

スポーツ教室(多目火⑥)

施設管理

日

休園日

高校新人バドミントン大会茨城県予 高校新人バドミントン大会茨城県予
選会水戸地区予選会
選会水戸地区予選会
(8:00-19:00)
(8:00-19:00)
高校新人バドミントン大会茨城県予 高校新人バドミントン大会茨城県予
選会水戸地区予選会
選会水戸地区予選会
(8:00-19:00)
(8:00-19:00)

28

休園日
関東地区身体障碍者アーチェリー
協会交流イベント(9:00-12:00)

休館日

木

土

休園日
吉田幼稚園
(8:30-12:00)

県健康福祉祭いばらきねんりんス
ポーツ大会 準備
(2面 8:30-17:00)

施設管理

笠松スポーツ教室
(5面 12:00-19:00)

18

27

多目的室

吉田幼稚園
(8:30-12:00)

中央地区中学校新人体育大会バ
スケットボール競技の部
(9:00-16:00)

中央地区中学校新人体育大会バ
スケットボール競技の部
(8:00-17:00)

施設管理

県中学校陸上競技記録会
(10:00-13:00)

①茨城大学
(共用 9:00-12:00)
②いきいき茨城ゆめ大会 選手育
成・強化事業(陸上)(13:00-17:00)

その他園内施設

吉田幼稚園
(8:30-12:00)

ことぶきミニバスケットボール少年
団
(14:00-18:00)

土

休園日

中央地区中学校新人体育大会新
体操競技の部
(9:00-17:00)

習志野四中マーチングバンド
(8:30-21:00)

6

24

休園日

①県テニスクラブ対抗戦女子A・Bク
ラス大会
関東クラブユースサッカー選手権Ｕ
(8面 8:30-17:00)
-15県大会(8:30-17:00)
②緑岡高校(6面 9:00-16:00)

土

アーチェリー場

スポーツ教室(多目火⑤)

県中学校新人体育大会(陸上競技) 県中学校新人体育大会(陸上競技)
(7:00-17:00)
(7:00-17:00)

13

児童スポーツ広場

吉田幼稚園
(8:30-12:00)

県中学校新人体育大会(陸上競
技)(7:00-17:00)

金

登はん競技場

スポーツ教室(多目月③)

県中学校新人体育大会(陸上競
技)(7:00-17:00)

12

野球場

①茨城高校(7面 8:30-12:00)
②笠松スポーツ教室
(5面 12:00-19:00)

金

木

球技場

9/30予備日…もみや幼稚園運動会
(6:30-17:00)

中央地区中学校新人体育大会新
体操競技の部
(9:00-17:00)

11

テニスコート
茨城高校
(7面 8:30-13:00)

木

水

体育館会議室

県中学校新人体育大会(陸上競技) 県中学校新人体育大会(陸上競技)
(7:00-17:00)
(7:00-17:00)

秋季関東クラブ対抗バドミントン大
会茨城県予選会
(8:30-18:00)

10

体育館（補）

県協会練習会
(8:30-12:00)

茨城大学
(共用 14:00-17:00)

※１０月の休園日は,３日(水)です。

※改修工事・施設管理…施設のメンテナンス,そのほか作業等により終日ご利用できません。
（ただし作業の進行状況により,終了後一般開放となる場合もございます。）
【笠松スポーツ教室 多目的室】
※笠松スポーツフェスティバルファイナルデー開催！10月21日(日)は，全施設17時に閉館します。
【月曜日】気功体操(10:00～11:00)・らくらくストレッチ＆エアロ(13:30～14:30)・はじめてのヨガ(19:00～20:00)【火曜日】健康フィットネス(10:00～11:30)
※詳細日程は未定ですが、10月～平成31年3月15日に主陸上競技場メインスタンド側周回路の
【木曜日】はじめてのフラダンス(10:00～11:00)・親子フラダンス(15:30～16:30)・キッズジャズダンス(17:00～18:00)
改修工事を行います。
【金曜日】健康フィットネス(10:00～11:30)・親子エアロビックダンス(15:30～16:30)・小学生エアロビックダンス(16:45～17:45)･リフレッシュヨガ(18:15～19:15)･骨盤ストレッチ(19:30～20:30)
【笠松スポーツ教室 屋外】
【火曜日】・テニス 成人(13:00-15:00) 小学生(17:00-19:00)

休館日

【笠松スポーツ教室 水泳】
【月曜日】成人(9:50～10:50)・アクアビクス(11:00～12:00)
小学１・２年生(16:30～17:30)
小学３～６年生(17:30～18:30)
【火曜日】成人(9:50～10:50)・カルガモ(15:30～16:30)
小学１・２年生(16:30～17:30)
小学３～６年生(17:30～18:30)
【木曜日】アクアビクス(9:50～10:50)

