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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

カメラ フォト岩松北 カメラ写真の技術講座・作品講評 毎月 1回 第3 火 午前

カメラ フォトかりがね 写真講座（サークル） 毎月 1回 第3 木 夜間

書道 岩松北ペン書道同好会 ペン書道 毎月 2回 第1・3 水 夜間

書道 詩辰会 毛筆の勉強会 毎月 2回 - 木 午前

工芸 グラスリッツェン同好会 ガラス彫刻等の作品作り 毎月 2回 - 金 午後

工芸 富士陶友会岩松北 陶芸教室 毎月 2回 第2・4 火 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 さくら草 愛唱歌の練習 毎週 - - 土 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）

歌 楽歌声 男性コーラスの練習 毎月 2回 第1・3 日 午前

歌 若がえりま唱歌 唱歌の練習 毎月 2回 第2・4 火 午前

演奏 チェンバーオーケストラ 合奏の練習 不定期 不定期 - 不定期 不定期

演奏 ひまわり会　大正琴 大正琴の練習 毎月 2回 第2・4 金 午前

演奏 富士川ギター同好会 ギター合奏の練習 毎週 - - 月 午前

演奏 富士ハーモネッタ ハーモニカの演奏練習 毎月 2回 第1・3 金 午後

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 有矢乃会 新舞踊 毎月 ３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 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 安来節愛好会 おどりの練習 毎月 2回 第2・4 土 午後

ダンス・舞踊 ゆめ一座 踊りのけいこ 毎月 1回 第3 火 午前

華道・茶道 富士市フラワーデザイナー研究連盟 会議 不定期 - - 不定期 不定期

料理 岩北そば打ちの会（同好会） 蕎麦打ち 毎月 1回 第3 木 午前・午後
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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

園芸 アトリエnana 寄せ植え講座・植木鉢づくり 不定期 - - 不定期 不定期

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 岩松北体操教室 健康促進のための軽体操 毎月 ２回 第2・4 水 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 エポックス タオルヨガ、ストレッチ等をして健康の維持を保つ 毎月 1回 第4 土 午前

スポーツ・体操 自彊術 健康体操 毎月 3回 - 月 午前

スポーツ・体操 GYM5 子供向け運動教室 不定期 不定期 - 不定期 不定期

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 トップス 健康維持のために体操を行っています 毎月 ２回 第2・4 火 午後

スポーツ・体操 ナイト☆ヨガ ヨガ教室 毎月 2回 第1・3 火 夜間

スポーツ・体操 ビューティーいきいき体操 健康体操 毎月 4回 第1～5 水 午前

スポーツ・体操 富岳会 太極拳の練習 毎週 - - 月 午後

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

スポーツ・体操 レク岩本 体全体のストレッチ体操と歌に合わせ、体全体を動かすレクダンス 毎月 2回 - - 午後

一般教養 古谿荘に親しむ会 古谿荘及び田中光顕伯爵に関する調査研究と広報活動 不定期 不定期 - 不定期 不定期

一般教養 ズバッと経済 経済の勉強 毎月 1回 第3 木 午後

俳句・短歌 彩俳句会第二グループ 俳句をもちよって句会を行う 毎月 1回 第3 月 午後

民謡・詩吟 岩松教室 詩吟の練習 毎月 3回 第1・3・4 金 午後

家庭教育・子育て 夢みるプロジェクト＠Mt.Fuji 地域住民と学校教育関係者、行政が一体となって教育を考える 不定期 1回 - 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 静岡Earth-rin 環境問題・社会問題等に向き合うイベント企画等 不定期 不定期 - 不定期 不定期

その他 岩松北児童クラブ(運営委員会) 児童クラブの運営、児童の活動、保護者会 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
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その他 絵手紙同好会 季節の花をとりあげ墨で輪郭を描き色づけして言葉をそえる 毎月 1回 第3 金 午前

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 語泉の会岩松北 各個人が読んだ本を朗読する 毎月 １回 第3 木 午後

その他 ハートクラブ 体操・折り紙・頭の体操・クイズ・編み物等 毎月 2回 第1・3 水 午前

その他 富士市手話サークルひまわり友の会 手話学習、聞こえない人と聞こえる人が交流 毎週 - - 木 夜間

その他 ふじ文芸　竹の会 読書や作文等により、文芸全般について学ぶ 毎月 1回 第2 日 午後


