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ジャンル グループ名 活動内容 頻度 回数 第○週 曜日 時間帯

語学 富士見台英会話サークル 英会話を学ぶ 毎月 2回 不定期 水 午前

絵画 ふじのふもと色鉛筆アートの会　神戸 色鉛筆画の技法を覚え、描きたいと願ったものを自由に楽しく描く 毎月 2回 不定期 月 午前

カメラ 青空写真クラブ スマホでの動画写真撮影方法、富士市の名所を巡っての撮影実習 毎月 1回 不定期 木 午後

カメラ 神戸写真クラブ 写真撮影評価、活動報告会 毎月 1回 不定期 土 午後

手芸・裁縫 エコクラフト同好会 紙バンド 毎週 - - 木 夜間

手芸・裁縫 ふじがくちゃんのニッティングルーム 編み物サークル 毎月 2回 第1・3 木 午後

手芸・裁縫 富士山スズ竹工芸同好会 地元で育つスズ竹を使ってカゴ作りの伝統工芸を継承普及する。 毎月 2回 第2・4 火 夜間

工芸 和凧 和凧制作 毎月 1回 第3 木 午後

歌 歌声サロン 歌声 毎月 1回 第3・4 月 午前

演奏 富士見台オカリナクラブ 施設の要望があれば、知っている曲を演奏して一緒に歌う。 隔月 2回 不定期 不定期 午前

ダンス・舞踊 大淵カロケ フラダンス 毎月 3回 不定期 木 午後

ダンス・舞踊 サークル金曜会 社交ダンスレッスン 毎週 - - 金 午後

ダンス・舞踊 乱舞！ＦＵＪＩＭＩＤＡＩ よさこい 毎週 - - 金 夜間

ダンス・舞踊 レッツダンス 社交ダンス 毎月 3回 第1・2・3 土 午後

料理 和スイーツ おやつ作り 毎月 2回 第2・3 金 午前

スポーツ・体操 健康太極拳 ストレッチと太極拳 毎月 3 1・2・3 木 夜間

スポーツ・体操 さくら会 ヨガ 毎月 3回 不定期 月 午前

スポーツ・体操 ３B体操　ひまわり ベル・ベルター・ボールの手具を使ってストレッチや体操をする。 毎週 - - 木 午前

スポーツ・体操 JOGの仲間たち 筋肉トレーニングを中心とした体操 毎週 - - 金 午前

スポーツ・体操 太極拳明徳会 ストレッチと太極拳 毎月 3回 第1,2,3 木 午後

スポーツ・体操 和ダンスクラブ 健康体操・創作ダンス 毎月 ３回 不定期 水 午前

スポーツ・体操 日本空手協会 市内の青少年を主体に武道空手を教ている公益社団法人に属す団体 毎月 3回 第1・2・3  月 夜間

スポーツ・体操 美姿っと骨盤エクササイズ 骨盤の歪み取り、エクササイズ 毎週 - - 月 午後

スポーツ・体操 富士市ラジオ体操連盟 ラジオ体操の普及・訓練 不定期 不定期 - 不定期 不定期

スポーツ・体操 フレッシュ１５ 健康体操（ストレッチ・ダンス） 毎月 3回 不定期 火 午前
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ジャンル グループ名 活動内容 頻度 回数 第○週 曜日 時間帯

スポーツ・体操 夢織姫の会 体操 毎週 - - 水 夜間

スポーツ・体操 ヨガヘルスクラブ ヨガ、ストレッチ、筋力トレーニング、冥想 毎月 3回 不定期 火 午後

スポーツ・体操 渡邉道場 護身空手 毎週 - - 日 午前

一般教養 絵本の会 本の勉強会 不定期 不定期 - 不定期 午前・午後

読み聞かせ なーちゃんの会 読み聞かせ、手遊び、わらべうた 毎月 1回 第2 水 午前

家庭教育・子育て 実践倫理宏正会（一般社団法人) 世代交流座談会・子育て座談会・料理教室など 不定期 不定期 - 不定期 不定期

少年教育・活動 富士見台少年野球団 打ち合わせ・卒団式等 不定期 不定期 - 不定期 不定期

少年教育・活動 ボーイスカウト富士第2団 ボーイスカウト活動 毎月 3回 第1 月 不定期

その他 青葉台パソコン パソコンの学習 毎月 2回 不定期 火 午前

その他 神戸少年サッカークラブ サッカー少年団会議 毎月 1回 不定期 不定期 夜間

その他 指圧 指圧の講習と実技の練習 毎月 2回 第1・3 月 夜間

その他 篠笛愛好会 篠笛の演奏練習&篠笛製作実習 毎月 不定期 不定期 不定期 夜間

その他 手話サークルつくしんぼ 手話を通して歌を歌ったり、しりとり手話を行う。文化祭出場。 毎月 2回 第1・3 火 午前

その他 富士見台ミニバスケットボールクラブ 会議 不定期 - - 不定期 不定期

その他 ミニ四駆同好会 ミニ四駆の走行を介したミニ四駆の普及活動 毎月 １回 不定期 日 午前・午後


