
区分 団体・サークル名 活動内容
初心者
歓迎

中級者
向け

上級者
向け

経験
問わず

詩・随筆 ポエム朝

現代詩を書き、会員同志で合
評し、年一回詩集を作ります。
又、県の文芸誌、文学賞に応
募も行います。

〇 〇

俳句 俳句むさしの会
五七五と言う短い詩形に、歓
びと悲しみを込めて、皆さんと
一緒に研鑚しております。

〇

俳句 「あやめ」吟行句会

ふじみ野市民文化サークルと
して吟行と俳句会をしている。
自然に親しみ、歩く、話す、元
気第一。

〇 〇

茶道 洗心会
茶道を通して人間性を高め会
員相互の親睦を図り文化向
上に役立つ努力をする。

〇 〇

茶道
文京学院大学ふじみ野幼
稚園茶道サークル

裏干家の茶道サークルです。
季節の点前や難しいものにも
挑戦し和気藹々と楽しく活動
をしています。

〇

書道 ふじみ野書道会
書道を通して字を書く事の楽
しさを学べる。

〇 〇

絵画 透明水彩コスモス

各自創意工夫しながら自由な
課題で透明水彩画の作品制
作に取り組み会指定の作品
展に出品展示する。

〇

写真 ふじみ野大井写真クラブ
月一回の例会と年一回の作
品展写真技術の向上と会員
相互の親睦を計る。

〇 〇

写真 写真集団・上福岡
月1回の例会と年1回の作品
展。外部講師による技術指
導、並びに作品合評。

〇 〇 〇

写真 フォトグループ「Dream」

自由なテーマで講評し合い親
睦を図っています。グループ
展、文化祭に参加。講師同行
撮影会実施。

〇

コーラス ひまわりコーラス

毎週金曜日の練習日を団員
一同楽しみにして集まってい
ます。曲はいろいろの分野か
ら選んでいます。

〇

大正琴 大正琴ふじみ野会

講師のご指導のもと、和気合
いあいと練習に励んでいま
す。又年一回琴伝流の大会も
あります。

〇 〇

ウクレレ
ウクレレ愛好会(ホヌ上福
岡)

講師指導のもと、ハワイアン
その他様々な曲を練習してい
ます。ぜひ見学にいらしてくだ
さい。

〇

詩吟 上福岡吟詠会
詩吟を通じて仲間と交流す
る。お腹から声を出す事で健
康増進につながります。

〇

パッチワーク チェリーブロッサム
アットホームな雰囲気で、パッ
チワークを楽しむ。

〇
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パッチワーク コットンどり一夢
自分の好きな作品も作る事が
出来る。

〇

陶芸 釉遊会

日常使用する食器、花器、飾
り物等を作陶しています。作
陶テクニックを教えあい上達
をめざします。

〇 〇 〇

陶芸 娯陶会

陶芸愛好者が、好ましい人間
関係を保つことを配慮しつ
つ、各自創意工夫しながら作
品作りを行う。

〇 〇

革工芸 革染サークル

革を使って自分のほしい物
(バック、サイフ、インテリア品
など)を、楽しく、オリジナル品
を作ってます。

〇 〇

竹かご 竹籠に親しむ会
竹籠作りの伝承を目的とし
て、竹取り、ひご作りをして、
かご、ざるを作って楽しんでい

〇 〇

絵手紙 アイリス絵手紙の会

「誰かに絵手紙を出してみま
せんか」スマホの日々、貰っ
た方はホッコリします。気軽に
見に来て下さい。

〇

囲碁 碁友会
囲碁対局を通して、会員相互
の親睦をはかる。

〇

マジック
上福岡マジッククラブ
(KMC)

手品の技術向上と会員の親
睦を図り、多くの人に手品の
楽しさを伝える。また、ボラン
ティア活動の充実を心掛け

〇 〇

料理 みくり会
第2土曜日に自分達で選んだ
レシピで料理を作って楽しん
でいます。(男の料理の会で

〇

気功・中国武術太極拳・燦燦会

太極拳を通して健康の維持、
増進に努め、心身共に健康で
明るい日常生活を目指して活
動しています。

〇

ヨガ ヨガクラブB
先生方の指導の元、各々の
体の状態に合わせ又色々な
ポーズをするサークルです。

〇 〇

登山・ハイキング登山クラブやまなみ

登山が好きな方、登山に興味
のある方、私達と一緒に四季
の山を楽しみませんか?例会
の見学歓迎!

〇

社交ダンス CATS
基本を中心に美しく踊りたい
方見学・体験いつでも可。

〇

社交ダンス 南十字星
基本の練習、音楽に合わせて
楽しく技術の向上をめざして
います。10ダンス練習してい

〇

社交ダンス 凛
明るく、楽しく、いつまでも健
康に、基本を中心に10ダンス
練習、見学、体験歓迎しま

〇

フォークダンス
上福岡フォークダンス同
好会

世界各国の踊りを曲に合わせ
てみんなで踊る。健康と会員
の親睦をはかる。

〇

フラダンス マイレオハナ

アロハの精神のもとハワイの
曲に合わせて楽しく踊ってい
ます。仲間と体を動かす事が
元気の秘訣です。

〇



レクダンス 大井レクダンス同好会

レクダンスは日本フォークダン
ス連盟の一部門で全国に愛
好者がいます。楽しく踊る健

康ダンスです。

〇 〇 〇

読み聞かせ おはなしケムケム

絵本の読み合い、お話し会用
グッズ作り、手遊びの練習な
ど、読み聞かせの為の活動を
しています。

〇

高齢者支援・交流
全日本年金者組合上福
岡支部

高齢者の生がいや、趣味など
をいかし、地域で活動してい
ます。

〇

ダンス・バレエダンシングスカイ

感染対策を図り、明るく元気
にダンスを楽しんでいます。
市内のイベントなどで披露し
ています。

〇 〇



活動日 活動時間 主な活動場所

第3木曜日午後 13:00～17:00 上福岡西公民館

第3日曜日 13:00～17:00
上福岡西公民館第1学
習室

第4日曜日 13:00～16:00 上福岡西公民館

第1、第3日曜日 9:00～12:00 上福岡西公民館

第2、第4火曜日 13:00～17:00 上福岡西公民館

第2、第4火曜日 10:00～12:00 上福岡西公民館

第2、第4火曜日 13:00～17:00 上福岡西公民館

第2日曜日・第4
土曜日

13:00～15:00
上福岡西公民館
大井中央公民館亀居
分館

月1回(日程は2ヶ
月前に決定)

14:00～17:00 上福岡西公民館

第3土曜日 13:00～16:00 上福岡西公民館

毎週金曜日 10:00～12:00 上福岡西公民館

第2、第4木曜日 13:30～15:30 上福岡西公民館

毎週水曜日 13:00～15:00 上福岡西公民館分室

第1、第3木曜日 13:00～16:00 上福岡西公民館

第2 or 3金曜日 9:00～12:00 上福岡西公民館
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第1、第3木曜日 9:00～12:00 上福岡西公民館

第1、第2、第3、第
4水曜日

13:00～17:00
上福岡西公民館美術
工芸室

毎週金曜日 13:00～15:00 上福岡西公民館

第1、第3木曜日 10:00～12:00 上福岡西公民館

第2日曜日 10:00～17:00 上福岡西公民館

第1、第3木曜日 13:00～16:00 上福岡西公民館

毎週木曜日 13:00～17:00 上福岡西公民館

第2、第4木曜日 13:00～17:00 上福岡西公民館

第2土曜目 17:00～19:00
上福岡西公民館調理
室

毎週土曜日 9:00～12:00 上福岡西公民館

毎月水曜日4回 9:00～10:30 上福岡西公民館

第1火曜日定例
会　第2日曜日会
山行

定例会19:30～
21:00　毎月一回
登山6:00～
18:00(変動有)

上福岡西公民館・四季
折々の山

第1、第2、第3木
曜日

19:00～20:45 上福岡西公民館

金曜日 19:00～21:00 上福岡西公民館

➀日曜日
②水曜日

➀18:30～20:30
②14:00～16:00

➀上福岡西公民館
②旭ふれあいセンター

火曜日(4回) 13:30～16:00 上福岡西公民館

土曜日(月3回) 13:00～17:00 上福岡西公民館



第2、第4金曜日 13:30～15:30 上福岡西公民館

不定期 上福岡西公民館

主に平日 10:00～17:00
ステラ・イースト
上福岡西公民館
フクトピア

毎週土曜日

14:00～17:00　年
齢別でクラスあ
り。各クラス1時
間。

上福岡西公民館ク時


