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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 中文クラブ 中国語講座 毎週 - - 火 夜間

語学 マシマロ 韓国語の勉強 毎月 2回 第2・3週 木 夜間

絵画 絵画楽 水彩画等の勉強会 毎月 2回 第２・４週 水 午後

絵画 富士えんぴつ（色）画同好会 鉛筆と色鉛筆画の製作 毎月 2回 第1・3週 水 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

書道 竹書生会 竹筆書道の稽古 不定期 不定期 - 不定期 不定期

工芸 絵手紙同好会 絵手紙製作 毎月 2回 - 金 午後

工芸 木目込人形同好会 木目込人形製作 毎月 3回 - 火 午前

工芸 七宝焼 七宝焼製作 毎月 2回 第２・４週 金 午前・午後

歌 アンサンブル・ハーモニー ボランティアに向けたコーラスの練習 毎月 2回 第1・3 月 不定期

歌 コーラスコスモス 発声練習。コーラスの練習等 毎月 2回 第２・４週 火 午後

歌 富士市民合唱団 合唱曲の合唱練習、体操、音取り、合わせ練習 毎月 4 第1・3（金）　第２・４（土） 金・土 夜間（金）・午前（土）

演奏 富士マンドリンクラブ マンドリン・ギター合奏練習 毎週 - - 水 夜間

ダンス・舞踊 岩松民踊愛好会 民踊の練習 毎月 4回 - 金 午後

ダンス・舞踊 雁微笑連 よさこい 不定期 - - 不定期 夜間

ダンス・舞踊 輝獅童 よさこいのイベントに向けての練習 不定期 - - 不定期 不定期

ダンス・舞踊 STEP ズンバ・チャチャ 毎月 3 不定期 金 夜間

ダンス・舞踊 スポーツダンスサークルひまわり 障害のある人もない人も共に車いすダンスを通じ友好と親睦を図る 毎月 1回 第２週 土 午後

ダンス・舞踊 Dance Rush ダンスの練習会　ブレイクダンス、シャッフル等 不定期 不定期 - 不定期 午後・夜間

ダンス・舞踊 弘喜会 施設への慰問などボランティアで踊り積極的に参加しています 毎月 3回 - 火 午前

ダンス・舞踊 フォークダンスおのわかりがね レクリエーションダンス 毎週 - - 金 午前

ダンス・舞踊 フラ同好会 フラダンス 毎月 3 第1・2・3 水 午後

華道・茶道 岩松いけばなこども教室 子どものいけばな教室 毎月 1回 第1週 土 午前

料理 シュトレン パン、ケーキ作り 毎月 １回 第３週 金 午前

料理 そば打ち同好会 そば打ち 毎月 3回 第1・2・3週 月 夜間
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料理 ばすくちーず お菓子作り 毎月 2回 第1・3 水 午後

園芸 岩松富士庭木盆栽愛好会 岩松中学校等の庭木の手入れ実習。降雨時は盆栽の手入れを学習する 毎月 2回 第1・3週 水 午後

スポーツ・体操 岩松・岩松北ラジオ体操の会 ラジオ体操の基本、ストレッチや健康についての話等をする 毎月 1回 第2 金 午前

スポーツ・体操 岩松少年野球団 少年野球 不定期 - - 不定期 不定期

スポーツ・体操 岩松ヤングダックス 会議 不定期 - - 不定期 不定期

スポーツ・体操 軽体操 軽体操 毎月 4回 - 木 午後

スポーツ・体操 Dancing Delight ピラティス、バレトン、ズンバ、ジャズダンス 毎週 - - 不定期 夜間

スポーツ・体操 中国健康体操同好会 太極拳・気功等健康体操 毎月 2回 第2・4週 土 午前

スポーツ・体操 トランポストレッチ トランポリンの上でウォークとストレッチ 毎月 ２回 第２・４週 月 午前

スポーツ・体操 富嶽武道同好会 総合型地域スポーツクラブ（テコンドー、カポエイラ、ダンス） 毎週 - - 月 夜間

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

囲碁・将棋 岩松囲碁会 囲碁対局と勉強会 毎週 - - 月 午後

俳句・短歌 家庭倫理の会 短歌、書道 毎月 2回 第２・４週 土 午前

俳句・短歌 彩吟行会 句会 毎月 １回 第1週 土 午後

俳句・短歌 彩俳句会岩松第一支部 俳句会 毎月 1回 - 水 午後

国際交流 富士市日中友好協会 会員向けの事業（総会・料理教室・会議等） 不定期 - - 不定期 不定期

家庭教育・子育て 富士友の会 会議 不定期 不定期 - 不定期 不定期

少年教育・活動 富士第10団ボーイスカウト隊 ボーイスカウト隊の班会議 毎月 1回 第1週 土 夜間

少年教育・活動 ボーイスカウト富士10団 毎月 3回 - - 夜間

ボランティア FiiL-net 竹林整備や不法投棄の片付け、草刈り等 不定期 - - 不定期 午前

地域活動 岩本山の環境と水を守る会 総会・理事会・役員会 不定期 不定期 - 不定期 不定期

その他 岩松民踊愛好会北教室 民踊の継承と会員の健康と親睦地域の行事に参加、施設慰問など 毎週 - - 木 午後

その他 NPO法人ChildCareSupportふじ 打ち合わせや研修会 不定期 不定期 - 不定期 午前・夜間

その他 富士演劇研究会 富士市文化祭・自主公演の演劇練習 毎週 - - 土 夜間


