
Ｎｏ 市町村  学習センター・公民館等名 住　　　所 電 話

電話　　024-562-2824

勤労青少年ホーム 電話　　024-531-6221

電話　　024-542-2121

福島テルサ 電話    024-521-1500

国体記念体育館 電話    024-539-5500

電話    024-558-6151

電話    024-535-4106

電話    024-535-4106

福島体育館

武道館

電話　　024-531-6221

民家園 福島市上名倉字大石前地内「あづま総合運動公園」前 電話　　024-593-5249

ふれあい歴史館（資料展示室） 福島市上町５－１ 電話　　024-521-5318

電話　　024-534-9777

ＵＦＯふれあい館 福島市飯野町大字青木字お手神森１－２９９ 電話　　024-562-2002

福島市仲間町３－２１ 電話　　024-573-5601

社会教育館　こぶし荘 福島市町庭坂字砥石山４０－１３ 電話　　024-591-3366

社会教育館　立子山自然の家 福島市立子山字金井作１ 電話　　024-597-2951

古関裕而記念館 福島市入江町１－１ 電話　　024-531-3021

草心苑

福島市三河南町１－２０ 電話　　024-525-4023

福島市早稲町１－１ 電話　　024-526-4200

福島市松木町１－７ 電話　　024-534-2414

こむこむ館 福島市早稲町１－１ 電話　　024-524-3131

西口ライブラリー

子どもライブラリー

公会堂

電話　　024-535-3218県立図書館 福島市森合字西養山１

歴史資料館

青少年会館

電話　　024-593-1111

福島市立図書館 福島市松木町１－１ 電話　　024-531-6551

電話　　024-531-5511

電話　　024-539-9195

電話　　024-546-8311

文化センター 福島市春日町５－５４ 電話　　024-534-9191

視聴覚ライブラリー（県立図書館内） 電話　　024-535-3220

あづま運動公園 福島市佐原字神事場１

26

福島市大笹生字俎板山３４１十六沼公園

福島市

14

10

11

12

19

写真美術館（花の写真館） 福島市森合町１１－３６20

17

18

音楽堂 福島市入江町１－１

民俗資料展示室

県北域内市町村社会教育関係施設一覧

27

21

22

福島市入江町１－１

福島市飯野町明治字北小戸明利６０

23

福島市飯坂町字筑前２７－１飯坂温泉観光会館（パルセいいざか）24

福島市上町４－２５25

1

2

3

4

5

6

福島県

福島市森合字西養山１

県立美術館 福島市森合字西養山１

福島市春日町５－５４

福島市黒岩字田部屋５３－５

7

8

9

16

13

15

28 福島市霞町４－４５

29 福島市霞町４－４５

福島市仁井田字西下川原４１－１



電話    024-539-5500

（国体記念体育館）
電話    024-539-5500

（国体記念体育館）
電話    024-539-5500

（国体記念体育館）

電話    024-539-5500

（国体記念体育館）

電話    024-565-3931

（川俣体育館）
電話    024-565-3931

（川俣体育館）
電話    024-565-3931

（川俣体育館）

電話    024-565-3931

（川俣体育館）

電話    024-575-4166

（保原中央公民館）

電話    024-584-2555

（伊達体育館）
電話    024-584-2555

（伊達体育館）
電話    024-584-2555

（伊達体育館）

伊達テニスコート

伊達グラウンド

梁川体育館 電話    024-577-0403

電話    024-565-5434

電話    024-583-3244

電話    024-551-2132

電話    024-584-2555

電話    024-533-2267

電話    024-533-2267

電話    024-546-5590

川俣町体育館

電話    024-565-4889

森合市民プール

庭球場

弓道場

伊達市

56 伊達市前川原６６－１

伊達市一本松６４－１57

58 伊達東グラウンド 伊達市伏黒字一本石４１－２

59 伊達市梁川町字北町頭７０

福島市

川俣町

30 信夫ヶ丘競技場 福島市古川１４－１

信夫ヶ丘野球場 福島市古川１４－１

55 伊達市前川原３７－１

東部体育館

南体育館

西部体育館

飯坂野球場

農村広場

川俣プール

川俣町合宿所

絹の里友ゆうプール

伊達市ふるさと会館

伊達体育館

37

福島市森合字上柳内１－１

34 電話    024-557-1511

35 電話    024-557-1511福島市森合字上柳内１－１

福島市堀河町２－５０中央市民プール32

33

電話    024-534-7934

電話    024-558-2210

31

福島市松川町浅川字笠松１１－２ 電話    024-567-5617

38 電話    024-591-3506福島市笹木野字払川添２０－１

36 福島市岡部字高田１６－４

福島市森合字上柳内１－１

電話    024-536-1508

41 飯坂武道場 福島市飯坂町字舘６－６

42 福島市小田字滝ノ入２－１クレー射撃場

39 福島市飯坂町字舘１１－３

相撲場 福島市仁井田字西下川原５－１40

45 川俣町東福沢字万所内山２－３

46 川俣町東福沢字坊ノ入１

福島市飯坂町湯野字暮坪山３－４湯野地区体育館43

川俣町織物展示館44 川俣町鶴沢字東１３－１

54 伊達市保原市民センター 伊達市保原町字宮下１１１－４

電話    024-527-2656

53 伊達市保原歴史文化資料館 伊達市保原町大泉字宮脇２６５ 電話    024-575-1615

川俣町鶴沢字京田１４47

48 川俣町東福沢字万所内山２－４

川俣町宮ノ脇２０49

伊達市前川原６３50

伊達市立図書館 伊達市箱崎字川端７51

伊達市立梁川美術館52 伊達市梁川町字中町１０



電話    024-577-0403

（梁川体育館）
電話    024-577-5300

（梁川町中央公民館）

電話    024-577-5300

（梁川町中央公民館）

電話    024-577-5300

（梁川町中央公民館）

電話    024-577-5300

（梁川町中央公民館）

電話    024-577-5300

（梁川町中央公民館）

電話    024-577-5300

（梁川町中央公民館）

電話    024-577-7841

（寿健康センター）
電話    024-577-7841

（寿健康センター）
電話    024-575-4166

（保原中央公民館）
電話    024-575-4166

（保原中央公民館）
電話    024-575-4166

（保原中央公民館）
電話    024-575-4166

（保原中央公民館）

電話    024-586-1314

（霊山中央公民館）
電話    024-586-1314

（霊山中央公民館）
電話    024-586-1327

（霊山中学校）
電話    024-572-2133

（月舘中央公民館）
電話    024-572-2133

（月舘中央公民館）
電話    024-572-2133

（月舘中央公民館）

電話    024-575-1122

電話    024-577-4161

保原第２体育館（ユーユー体育館）

弥生町グラウンド

保原プール

中瀬グラウンド 伊達市保原町中瀬字上松２７－２

79 伊達市月舘町糠田字舘山１

80 伊達市月舘町糠田字舘山１

75 伊達市霊山町掛田字西裏１７

76 伊達市霊山町掛田字荷鞍廻１－４

77 伊達市霊山町掛田字下川原３０

伊達市月舘町ウルシ坊１９－１78

霊山体育館

霊山運動広場

霊山地域交流センター

月舘体育館

月舘運動場（農村広場）

月舘屋内ゲートボール場「すぱーく月舘」

伊達市

霊山子どもの村遊びと学びのミュージアム 伊達市霊山町石田字宝司沢９－１

71 伊達市保原町字１０丁目１１

72

73 伊達市保原町字弥生町１５

74 伊達市保原町字舟橋２３７－２

66 伊達市やながわ工業団地２０－１

67 伊達市梁川町字南頭１８

68

69 伊達市梁川町字菖蒲沢８４

70 伊達市保原町字宮下１１１－４

梁川テニスコート

梁川プール

梁川寿健康センターテニスコート 伊達市梁川町字菖蒲沢８４

梁川屋内ゲートボール場

保原体育館

61 伊達市梁川町白根字若林７８

62 伊達市梁川町山舟生字髙橋１７

63 伊達市梁川町東大枝字北町１３２－１

64 伊達市梁川町五十沢字松林１８３

65 伊達市梁川町あざ南本町３５

白根農村広場

山舟生農村広場

大枝農村広場

五十沢運動公園

梁川農村環境改善センターテニスコート

60 伊達市梁川町字南町頭１８梁川弓道場

伊達市月舘町月舘字月見舘山１月見舘森林公園81

伊達市保原町大泉宮脇２６５保原総合公園82

83 電話    024-575-3566伊達市保原町金原田字二田ノ入１４７赤坂の里森林公園

電話    024-572-2660

電話    024-575-1616

電話    024-577-6100伊達市梁川町字内山１やながわ希望の森公園

種徳美術館

84

86 桑折町字陣屋１２ 電話    024-582-5507

87 町民運動場 桑折町大字上郡字弁慶２０ 電話    024-582-3713

85 電話    024-589-2211

桑折町

桑折町大字上郡字弁慶２０町民体育館88 電話    024-582-3713



電話　　024-585-2676
（観月台文化センター）

電話　　024-585-2676
（観月台文化センター）

電話0243-22-8573(通常無人）

電話0243-55-5155(文化振興係）

二本松市

116 地域文化伝承館 二本松市鈴石町３６１番地の１ 電話　　0243-23-3210

117 智恵子の生家、二本松市智恵子記念館 二本松市油井字漆原町３６番地 電話　　0243-22-6151

113 歴史資料館 二本松市本町一丁目１０２ 電話　　0243-23-3910

114 コンサートホール 二本松市亀谷一丁目５番地の１ 電話　　0243-22-5501

115 原瀬考古資料室 二本松市原セ日照田２２５番地

110 東和文化センター 二本松市針道字上台１３２ 電話　　0243-46-4111

111 二本松図書館 二本松市本町一丁目１０２ 電話　　0243-23-5082

112 岩代図書館 二本松市小浜字藤町２４２ 電話　　0243-55-3255

107 国見東部高齢者等活性化センター　体育館 国見町西大枝字王壇前１６－１ 電話　　024-585-2980

108 市民会館 二本松市榎戸一丁目９２ 電話　　0243-23-5121

109 安達文化ホール 二本松市油井字濡石１－２ 電話　　0243-23-3721

国見町

104 上野台運動公園　グリーンアリーナ９２３ 国見町森山字上野台７ 電話　　024-585-5370

105 上野台運動公園　柏葉体育館 国見町森山字上野台７

106 森江野町民センター　森江野体育館 国見町徳江字下谷地田１５ 電話　　024-585-5799

101 上野台運動公園　テニスコート 国見町森山字上野台７ 電話　　024-585-5370

102 上野台運動公園　プール 国見町森山字上野台７ 電話　　024-585-5370

103 上野台運動公園　総合運動場 国見町森山字上野台７ 電話　　024-585-5370

98 観月台文化センター体育館 国見町藤田字観月台１５ 電話　　024-585-2676

99 町民運動場 国見町大木戸字新田原３

100 上野台運動公園　上野台体育館 国見町森山字上野台７ 電話　　024-585-5370

95 国見東部高齢者等活性化センター 国見町西大枝字王壇前１６－１ 電話　　024-585-2980

96 大木戸ふれあいセンター 国見町大木戸字新田原３ 電話　　024-585-5577

97 小坂農村総合管理センター 国見町小坂南１－１ 電話　　024-585-5214

桑折町 町民第２体育館89 桑折町大字上郡字林泉寺２０ 電話    024-582-3713

90 町民プール 桑折町大字上郡字弁慶２０ 電話    024-582-3713

国見町徳江字下谷地田１５ 電話　　024-585-5799森江野町民センター94

91 桑折テニスコート 桑折町大字上郡字弁慶２０ 電話    024-582-3713

92 睦合テニスコート 桑折町大字成田字久保１５ 電話    024-582-6462

電話　　024-585-2676国見町藤田字観月台１５観月台文化センター93



二本松市

146 城山総合体育館 二本松市郭内４－２２０ 電話　　0243-22-2615

143 新殿プール 二本松市西新殿字柿平１０ 電話　　0243-57-2576

144 旭プール 二本松市田沢字鳥上５５ 電話　　0243-56-2192

145 杉沢プール 二本松市杉沢字江戸内１４０－１ 電話　　0243-57-2687

140 屋内ゲートボール場　すぱーく東和 二本松市針道字蔵下２３－４ 電話　　0243-46-4111

141 市民プール 二本松市郭内２－２７６ 電話　　0243-22-0012

142 小浜プール 二本松市小浜字藤町２０１ 電話　　0243-55-3825

137 岩代テニスコート 二本松市小浜字藤町３６８ 電話　　0243-55-2261

138 二本松屋内ゲートボール場 二本松市郭内４－２７３ 電話　　0243-23-1717

139 屋内ゲートボール場　岩代お達者道場 二本松市西新殿字野竹内７０ 電話　　0243-57-2066

134 城山庭球場 二本松市郭内４－２３２ 電話　　0243-23-1717

135 岳公園庭球場 二本松市岳温泉２－２７１ ―

136 安達テニスコート 二本松市油井字石倉１０９ 電話　　0243-23-2353

131 新殿運動場 二本松市杉沢字山田１５５－３ ―

132 旭運動場 二本松市百目木字鹿畑１６ ―

133 水舟運動場 二本松市木幡字四方北３０４ 電話　　0243-46-3001

128 安達野球場 二本松市渋川字上払川１７５ 電話　　0243-23-3721

129 安達運動場 二本松市油井字石倉１０７ 電話　　0243-23-2353

130 岩代運動場 二本松市小浜字芳池２ 電話　　0243-55-2261

125 杉田農村広場 二本松市七ツ段１２８ ―

126 石井運動広場 二本松市平石町５６４－２ ―

127 大平農村広場 二本松市太子堂３２７ ―

122 塩沢農村広場 二本松市中ノ目１００ ―

123 永田農村広場 二本松市永田６－５１３－２ ―

124 原セ農村広場 二本松市原セ日照田７ ―

119 城山総合グラウンド 二本松市郭内４－２２８ 電話　　0243-22-9109

120 郭内公園（市民）グラウンド 二本松市郭内２－９３－１ ―

121 岳公園グラウンド 二本松市岳温泉２－２７１ ―

118 大山忠作美術館 二本松市本町二丁目３番地１ 電話　　0243-24-1217



電話    0243-48-3139
（大玉村農村環境改善センター）

電話    0243-48-3139
（大玉村農村環境改善センター）

電話    0243-48-3139
（大玉村農村環境改善センター）

二本松市

大玉村

173 村民体育館 大玉村大山字六社山１１－１

174 村民運動場 大玉村大山字六社山６－２

175 改善センター体育館 大玉村玉井字西庵１８３

170 総合射撃場 二本松市大森沢１００ 電話　　0243-23-4388

171 阿武隈漕艇場 二本松市木幡字西和代２０１－３ 電話　　0243-46-3671

172 あだたらふるさとホール 大玉村玉井字西庵１８３ 電話　　0243-48-2569

167 カントリーパークとうわ 二本松市針道字大町西２ 電話　　0243-46-3861

168 日山パークゴルフ場 二本松市茂原字川口２６０ 電話　　0243-56-2889

169 文化センター弓道場 二本松市榎戸１－９２ 電話　　0243-23-5121

164 戸沢公民館体育室 二本松市戸沢字下田１００ 電話　　0243-46-2710

165 岩代総合文化ホール 二本松市小浜字芳池１ 電話　　0243-55-2260

166 ウッディハウスとうわ 二本松市木幡字東和代３４－１ 電話　　0243-46-3391

161 水舟体育館 二本松市木幡字杉田２４６－２ ―

162 木幡公民館体育室 二本松市木幡字叺内６５ 電話　　0243-46-2151

163 太田公民館体育室 二本松市太田字堺田４７－１ 電話　　0243-47-3150

158 新殿体育館 二本松市西新殿字松林４６ 電話　　0243-57-2111

159 旭体育館 二本松市田沢字二本木６７ 電話　　0243-56-2111

160 東和第一体育館 二本松市針道字蔵下２３－１ 電話　　0243-66-2515

155 大平体育館 二本松市太子堂２８２ 電話　　0243-22-1265

156 安達体育館 二本松市油井字長谷堂２３０ 電話　　0243-23-2353

157 岩代第二体育館 二本松市小浜字藤町３６８ 電話　　0243-55-2261

152 あだたら体育館 二本松市岳温泉１－１９７ 電話　　0243-24-2828

153 杉田住民センター体育室 二本松市西町２２３－１ 電話　　0243-22-1264

154 石井体育館 二本松市平石町３６５－１ 電話　　0243-23-1262

149 福祉センター体育室 二本松市亀谷１－５－２ 電話　　0243-22-1583

150 塩沢住民センター体育室 二本松市塩沢町１－２３８－１ 電話　　0243-23-1263

151 岳下体育館 二本松市三保内７２－１ 電話　　0243-22-0306

147 城山第二体育館 二本松市郭内４－９７ 電話　　0243-22-7055

148 文化センター体育室 二本松市榎戸１－９２ 電話　　0243-23-5121



電話    0243-48-3139
（大玉村農村環境改善センター）

電話    0243-48-3988

（村民プール管理室）

電話    0243-48-3988

（村民プール管理室）

電話    0243-33-2611

（中央公民館）
電話    0243-33-2611

（中央公民館）
電話    0243-33-2611

（中央公民館）

電話    0243-34-2131

（総合体育館）
多目的グラウンド 電話    0243-34-2131

（本宮運動公園内） （総合体育館）
電話    0243-33-2611

（中央公民館）
電話    0243-33-2611

（中央公民館）
電話    0243-33-2611

（中央公民館）
電話    0243-34-2131

（総合体育館）

196 市民プール 本宮市本宮字舞台３６ 電話    0243-34-3003

197 白沢Ｂ＆Ｇ海洋センター 本宮市白岩字堤崎３１８－１ 電話    0243-44-3318

本宮市

193 荒井運動場 本宮市荒井字茶園５

194 仁井田運動場 本宮市仁井田字寺下１５

195 庭球場 本宮市高木字黒作１

190 神座運動場 本宮市関下字東原７

191 本宮市高木字黒作１

192 青田運動場 本宮市青田字来ノ池５５

187 荒井体育館 本宮市荒井字茶園５

188 仁井田体育館 本宮市仁井田字寺下１５

189 しらさわグリーンパーク 本宮市糠沢字石神６１ 電話    0243-44-4555

184 総合体育館 本宮市高木字黒作１ 電話    0243-34-2131

185 白沢体育館 本宮市白岩字堤崎３１８－１ 電話    0243-44-4255

186 青田農構センター運動室 本宮市青田字来ノ池５５

181 白沢ふれあい文化ホール 本宮市白岩字堤崎４９４－４４ 電話    0243-44-3185

182 歴史民俗資料館 本宮市本宮字南９里裡１３０ 電話    0243-33-2546

183 しらさわ夢図書館 本宮市白岩字堤崎５００ 電話    0243-44-2112

179 サンライズもとみや 本宮市本宮字矢来３９－４ 電話    0243-33-2611

大玉村

180 しらさわカルチャーセンター 本宮市和田字牛ケ平２７２３ 電話    0243-44-2350

176 改善センター運動場 大玉村玉井字西庵１８３

177 村民テニスコート 大玉村玉井字西庵５０－２

178 村民プール 大玉村玉井字西庵５０－２


