
総合体育館　TEL0247-26-8038 
教育課生涯学習係　℡0247-26-9136

緑の芝生がひろがるクリスタルパーク・石川は、スポーツやレクリエーションに最適。
水晶をイメージした体育館や美しい石のオブジェを配したクリスタル広場など、鉱石の町らし
いモティーフがあちこちにちりばめられている。創生の列石の間に点在する７つのモニュメン
ト「七英知の石」はオブジェとしてもおもしろく、遊具としても楽しめる。

・総合体育館
面積　体育館　6,299㎡、アリーナ面積2,197㎡  
施設内容　　アリーナ（49.5×44.4m）、ランニングコース（200m）
フリースペース、ミーティングルームほか
観 客 席　　固定席　880人、ステージ席（移動）100人、アリーナ等2,516人

・多目的広場
面積　　14,560㎡　（ソフトボール2面、ゲートボール15面可）

・使用申請
事前に申請用紙を提出し、使用許可を受け使用料を納入。
申請書は、総合体育館または教育課生涯学習係まで提出。

・休館日
毎週月曜日（月曜日が祝祭日の場合は火曜日）

・駐車場

石　川　町　資　源　調　査　調　書

００１13 - 平成19年2月作成通し番号 整理番号１２７

名　称

石川町

項　目 スポーツ・レジャー・文化施設総合
ソウゴウ

運動
ウンドウ

公園
コウエン

　クリスタルパーク石川
イシカワ

石川町字渡里沢地内住　　　所

連　絡　先

管理者及び所有者

管　理

概　要

・駐車場
駐車台数　　420台（第1駐車場250台、第２駐車場170台）

石川町ホームページ　　http://www.town.ishikawa.fukushima.jp
石川町観光パンフレット

体育館

クリスタル広場

位置図

石のステージ

写真及び位置図等

参考文献

関連項目

備　考



石　川　町　資　源　調　査　調　書

通し番号 １２８ 整理番号 13 - ００２ 作成 平成19年2月

石川町大字中田字山桑240-8

連　絡　先

管理者及び所有者

TEL　0247-26-1171

名　称 グレーンアカデミーカントリークラブ 項　目 スポーツ・レジャー・文化施設

概　要

管　理

住　　　所

1988、89、90年と歴史に残る白熱戦が展開された日本プロマッチプレーの舞台となった

コースである。太陽と水と緑が織りなす絶妙のハーモニー。38万坪の雄大な用地に展開するバ

リエーション豊かな18ホールは、ベントの1グリーン。要所要所で美しい池がからみ、プレー

に微妙なスリルと緊張を与えてくれる。ピンポジションによるグリーンの難易度の変化は、2

グリーンでは味わえないプレーの醍醐味を与えてくれる。

設計者 ダンロップスポーツエンタープライズ

運営体系 メンバーシップ

開場日 1985-11-09 

練習場 250Y→30打席,AP,BK,PT 

HOLE&PAR 18H / P72 グリーン １ベント

ヤード&面積 7038 y / 125万平方

加盟団体 JGA TGA NGK

ゴルフ場パンフレット
石川町観光パンフレット

位置図

写真及び位置図等

参考文献

関連項目

備　考

加盟団体 JGA,TGA,NGK 



　コース要項
　　敷地面積　１５０万㎡（約４５万坪）
　　ホ－ル数　２７ホール　パ－１０８
　　全　　長　１０、１７７ヤード（バックティー）
　　設　　計　富沢誠造

　コース表示
　　東・中コース　７２．１　
　　東・西コース　７１．１

中・西コース ７１ ４

石　川　町　資　源　調　査　調　書

通し番号 １２９ 整理番号 13 - ００３ 作成 平成19年2月

管理者及び所有者 福島石川カントリークラブ 

名　称 福島
フクシマ

石川
イシカワ

カントリークラブ 項　目 スポーツ・レジャー・文化施設

ＴＥＬ　０２４７ー２６－５１６１ 

概　要

管　理

住　　　所 石川町字弥吾７０

連　絡　先

多様な２７ホール。戦略性に富んだコース。

名匠・富澤誠造がゴルフを愛する人々に遺した表情豊かな３つのコース。広々とした台地で

ゴルファーを迎えるのは豪快なショットを堪能できるホール。ロングヒッターに刻ませる距離

感の難しいホール。フェアウエイを横切るクリークがショットの決断を迫るホール。飛ばし屋

が腕の見せどころとなる超ロングホール。そして、スコアメイクの要所要所で待ち受ける池。

パッティングクオリティの高いベントグリーンどのホールにも名匠の心と技が息づいている。

　　中・西コース　７１．４

福島石川Ｃ、Ｃホームページ　　　http://www.fi-cc.co.jp
ゴルフ場パンフレット
石川町観光パンフレット

位置図

写真及び位置図等

参考文献

関連項目

備　考



休刊日
特に定めなし（ただし商工会長が必要と認めれば休館することもあり。）

石川町商工会

概　要

名　称 石川町
イシカワマチ

共同福祉施設
キョウドウフクシシセツ

項　目 スポーツ・レジャー・文化施設

管　理

住　　　所 石川町字関根1-1

連　絡　先 TEL0247-26-3211

管理者及び所有者

石　川　町　資　源　調　査　調　書

通し番号 １３０ 整理番号 １３ - ００４ 作成 平成19年2月

施設

・大ホール（１階）

面積308.00m2 定員３００人

設備 電動椅子 198脚（ロールバック・スタンドチェア） 椅子 100脚

冷暖房完備 音響設備

・会議室（２階 二つに仕切ることも可）

面積99.76（67.76,32.00）m2

定員８５（60,25)人 設備 机、椅子、黒板

使用方法

使用申請書に必要事項を明記し提出。

石川町ホームページ　　http://www.town.ishikawa.fukushima.jp

共同福祉施設 位置図

関連項目

備　考

写真及び位置図等

参考文献



ート場・プール・体育館などスポーツ施設を完備したスポーツ・レクリエーション施設。

ったり。ラジコンカーコース、ラジコン飛行場もあり、家族や友達と１日楽しく過ごすことが
できる施設である。

＜交通＞　ＪＲ水郡線磐城石川駅よりバス「レークサイドセンター前」下車

＜駐車場＞　３００台

＜入場料＞　無料

＜施設概要＞　全天候型テニスコート（２面）・屋内プール（２５Ｍ×６コース）
　　　　　　　体育館（バドミントン・卓球・バレー・バスケットボール）　　　　　　
　　　　　　　グラウンド（野球・サッカー）・バンガロー（8棟）・遊歩道
　　　　　　　ミニ遊園地・ラジコンカーコース（4～11月）、ラジコン飛行場

アイススケート場（12月上旬～3月上旬）・レストハウス・オートキャンプ場

００５ 作成 平成19年2月

名　称 母畑
ボ バ タ

レークサイドセンター 項　目 スポーツ・レジャー・文化施設

石　川　町　資　源　調　査　調　書

通し番号 １３１ 整理番号 １３ -

管　理

住　　　所 石川町大字母畑字梅木入71-8

連　絡　先 TEL0247-26-3986

管理者及び所有者 （財）母畑レークサイドセンター運営協議会

概　要

　母畑湖の湖岸に位置する母畑レークサイドセンターは、全天候型テニスコートやアイススケ

　豊かな自然林の中には、遊歩道やバンガロー、キャンプ場などもあり、アウトドア派にもぴ

　　　　　　　アイススケート場（12月上旬～3月上旬）・レストハウス・オートキャンプ場

石川町ホームページ　　http://www.town.ishikawa.fukushima.jp

ラジコンカーニバル（１０－００３）

母畑レークサイドセンター 位置図

関連項目

備　考

写真及び位置図等

参考文献



石川町

概　要

名　称 石川町
イシカワマチ

町民
チョウミン

プール 項　目 スポーツ・レジャー・文化施設

管　理

住　　　所 石川町大字双里字川向地内

連　絡　先 TEL0247-26-5884

管理者及び所有者

石　川　町　資　源　調　査　調　書

通し番号 １３２ 整理番号 １３ - ００６ 作成 平成19年2月

・屋内温水プール／25Ｍ×6コース（水深1.1～1.2ｍ）

サブプール／８Ｍ×6．５Ｍ水深0.5ｍ）

シャワールーム（シャンプー類は禁止）

サウナルーム（男女共同）

【更衣室】ロッカーは100円返却式男女各72個

【他の設備】軽運動室 ミィーティングルームあり 靴ロッカールームあり

石川町ホームページ　　http://www.town.ishikawa.fukushima.jp

石川町民プール 位置図

備　考

写真及び位置図等

参考文献

関連項目


