
からだを動かす活動
Ｎｏ 団体名 主な活動内容 主な活動場所

1 東岩槻グラウンド・ゴルフクラブ グラウンド・ゴルフ 上里小学校
2 徳力GGC グラウンド・ゴルフ 徳力みんなの広場
3 白鶴ロマン会 グラウンド・ゴルフ 岩槻城址公園・岩槻文化公園
4 オールイングラウンドゴルフクラブ グラウンド・ゴルフ 岩槻城址公園・岩槻文化公園
5 和土住宅G.G愛好会 グラウンド・ゴルフ 岩槻文化公園・槻寿苑
6 上里千歳会 グラウンド・ゴルフ 北部工業団地公園
7 警友会(岩槻)グラウンド･ゴルフクラブ グラウンド・ゴルフ 岩槻城址公園
8 ファイトクラブ グラウンド・ゴルフ 江川グラウンド
9 加倉３区寿会 グラウンド・ゴルフ 加倉ふれあい公園
10 大栄ふれあいの会 グラウンド・ゴルフ 太田２丁目楠田宅・餘容館
11 槻の森グラウンドゴルフクラブ グラウンド・ゴルフ 岩槻城址公園・岩槻文化公園
12 木曜会 グラウンド・ゴルフ 岩槻城址公園・岩槻文化公園
13 東急ひまわりグラウンド・ゴルフクラブ グラウンド・ゴルフ 岩槻文化公園
14 やまぶき会 グラウンド・ゴルフ 岩槻城址公園・岩槻文化公園
15 秋葉町ＧＧＣ グラウンド・ゴルフ 岩槻城址公園・岩槻文化公園
16 槻寿苑グラウンドゴルフ愛好会 グラウンド・ゴルフ 槻寿苑グラウンド・岩槻城址公園・岩槻文化公園

17 丸栄GGクラブ グラウンド・ゴルフ 西原運動広場
18 月曜会 グラウンド・ゴルフ 岩槻文化公園・岩槻城址公園
19 どんぐり会 グラウンド・ゴルフ 江川グラウンド・岩槻城址公園
20 ひまわりＧ・Ｇ・Ｃ グラウンド・ゴルフ 岩槻文化公園・岩槻城址公園
21 友楽クラブ グラウンド・ゴルフ 江川グラウンド
22 加倉悠友クラブ グラウンド・ゴルフ 岩槻文化公園・岩槻城址公園
23 グリーンクレスト長生会 グラウンド・ゴルフ 慈恩寺親水公園
24 さざんかグランドゴルフクラブ グラウンド・ゴルフ 浮谷　本田さんのグラウンド
25 新曲輪グランドゴルフ グラウンド・ゴルフ お林山グラウンド
26 笹久保グランドゴルフ愛好会 グラウンド・ゴルフ 槻寿苑
27 あおい会 グラウンド・ゴルフ 岩槻文化公園
28 元浅間第三自治会グラウンドゴルフ愛好会 グラウンド・ゴルフ 真福寺おつるてん広場
29 飯塚白寿会 グラウンド・ゴルフ 槻寿苑
30 大口長生会 グラウンド・ゴルフ 長宮グラウンド
31 年金岩槻ＧＧＣ グラウンド・ゴルフ 岩槻文化公園
32 平林寺グランドゴルフクラブ グラウンド・ゴルフ 平林寺グラウンドゴルフ場
33 双和会 グラウンド・ゴルフ 末田グラウンド
34 ＫＧＣグランドゴルフ グラウンド・ゴルフ 慈恩寺親水公園
35 諏訪５グラウンドゴルフ グラウンド・ゴルフ 北部工業団地記念公園
36 ゆうゆうＧ・Ｇ・Ｃ グラウンド・ゴルフ 岩槻文化公園
37 仙波グランド会 グラウンド・ゴルフ 仙波グラウンド
38 いちごクラブ グラウンド・ゴルフ 城南団地川原自治会内河川敷広場

39 太田さつきＧＧＣ グラウンド・ゴルフ 岩槻城址公園
40 クローバーＧＧＣ グラウンド・ゴルフ 槻寿苑グラウンド
41 ひばり会 グラウンド・ゴルフ ひばり公園
42 本丸サクラ会 グラウンド・ゴルフ 大同公園
43 水曜会ＧＧＣ グラウンド・ゴルフ　等 岩槻城址公園・岩槻文化公園
44 黒寿会 グラウンド・ゴルフ　等 槻寿苑
45 加倉第二区寿会 グラウンド・ゴルフ　等 観音寺下公園・槻寿苑
46 ピンポンクラブ 卓球 管理組合集会所
47 レインボー（卓球） 卓球 岩槻文化公園
48 諏訪５卓球クラブ 卓球 諏訪５丁目北部自治会集会所
49 しらかば 卓球 岩槻文化公園
50 ピンポン同好会 卓球 岩槻文化公園
51 一歩の会 卓球 岩槻文化公園
52 卓球クラブやまぶき 健康卓球 ふれあいプラザ
53 太極拳五月クラブ 太極拳 本町公民館
54 きさらぎ太極拳くらぶ同好会 太極拳 岩槻北部公民館
55 本丸太極拳 太極拳 大栄自治会館



56 はやぶさ 太極拳 しらこばと水上公園グラウンド
57 太極拳ドラゴン 太極拳（２４式簡化太極拳） 岩槻駅東口コミュニティセンター
58 東急シルバーさろん 健康体操 東急岩槻自治会館
59 加倉坂下体操クラブ 健康体操 加倉坂下自治会集会所
60 元荒川東体操クラブ 健康体操　等 東岩槻3丁目自治会館
61 金重寿会 健康体操　等 金重公会堂
62 シニア大岩槻校ダンス部 社交ダンス 岩槻本町公民館
63 東岩槻社交ダンス研修会 社交ダンス 東岩槻自治会館
64 いきがい社交ダンス夢華クラブ 社交ダンス ワッツ
65 キンモクセイ 社交ダンス 桜木公民館
66 健康体操教室 ストレッチ 岩槻本町公民館
67 健康セミナー ストレッチ　等 コミュニティセンターいわつき
68 舞呼 ストレッチ体操　等 東岩槻三丁目自治会館
69 ウィズ・ユー岩槻 体操　等 ふれあいプラザいわつき
70 桜団地ラジオ体操 ラジオ体操 南平野団地集会所
71 西町第二自治会ラジオ体操の会 ラジオ体操 西町児童公園
72 緑地体操会 ラジオ体操
73 城址公園ラジオ体操の会 ラジオ体操 岩槻城址公民館前庭
74 クラブマーメイド 水泳 岩槻温水プール
75 ビーバークラブ 水泳 岩槻温水プール
76 スワンクラブ 水泳 岩槻温水プール
77 イースト・アローズ スポーツ吹矢 ふれあいプラザいわつき
78 クラブ・３５ スポーツ吹矢 ふれあいプラザいわつき
79 南部吹矢の会 スポーツ吹矢 岩槻南部公民館
80 き楽チーム ビーチボール 岩槻北部公民館
81 河合スポーツクラブ ビーチボール 河合小学校体育館
82 さつきクラブ ビーチボール 太田小学校体育館
83 すずめウォーキング ウォーキング 岩槻城址公園・元荒川サイクリングロード

84 西飯塚自治会 ウォーキング　等 岩槻文化公園、西飯塚子供広場、城南小学校、自治会館

85 東町フラダンス同好会 フラダンス 東町自治会館
86 モキハナ フラダンス 岩槻城址公民館
87 Ｍ・Ｔセブン ミニテニス 城北小学校体育館
88 モルトヴェーネ ミニテニス 岩槻文化公園
89 南平野ゲートボール ゲートボール 南平野ゲートボール場
90 はごろも会 仕舞、謡い 岩槻北部公民館
91 岩槻・槻の森ジョギングクラブ ジョギング 岩槻文化公園周辺
92 岩槻TBG連盟 ターゲットバードゴルフ 江川ターゲットバードゴルフ場
93 和土百才体操 百才体操　等 和土住宅自治会館
94 岩槻フォークダンス連盟 フォークダンス 岩槻本丸公民館・北部公民館
95 彩り倶楽部 ボーリング　等 東急自治会館
96 あらかわゴルフクラブ ミニゴルフ 岩槻区金重
97 ヨガの会 ヨガ 岩槻城址公民館
98 夕暮れランナー友の会 ランニング 岩槻文化公園

文化・芸術・趣味活動
Ｎｏ 団体名 主な活動内容 主な活動場所
1 秋葉町カラオケクラブ カラオケ 秋葉町公民館
2 おしどりクラブ カラオケ 諏訪５丁目北部自治会集会所
3 ひかりクラブ カラオケ ふれあいプラザいわつき
4 ほがらか会 カラオケ 西町自治会館
5 歌の森 カラオケ 槻寿苑
6 ひまわりの会 カラオケ 自治会館
7 カラオケ槻寿会 カラオケ 槻寿苑
8 秋桜会（コスモス会） カラオケ 南部公民館
9 遊友クラブ カラオケ シダックス大宮大和田店
10 カラオケ・サロン木曜会 カラオケ　等 浮谷市営住宅集会所
11 飯塚白寿会歌謡教室 カラオケ　等 飯塚公民館
12 岩槻西町シルバーサロンカラオケ教室 カラオケ　等 西町自治会館
13 すずめの学校 麻雀 東急自治会館



14 雀友会 麻雀 東徳力自治会集会所
15 レインボー（麻雀） 麻雀 諏訪５丁目北部自治会集会所
16 エクレール麻雀倶楽部 麻雀 エクレール岩槻自治会集会室
17 並木ＦＣ 麻雀　等 並木自治会館
18 中国文化研究会 健康麻雀 槻寿苑・ふれあいプラザ
19 健康麻雀教室天牌 健康麻雀 岩槻区本町２丁目１１番２２号
20 岩槻混声合唱団 合唱 岩槻本町公民館
21 ＧＩＲＡＳＯＬＥ 合唱 岩槻城址公民館
22 八橋会 合唱　等 岩槻本町公民館
23 混声合唱団コーロドルチェ コーラス 岩槻城址公民館
24 はもれび コーラス 岩槻本丸公民館
25 寿友の会 歌 コミュニティセンターいわつき
26 いわつき歌声仲間 童謡コーラス 岩槻本丸公民館
27 おもい槻 介護者サロン 岩槻区本町５－２－１５（関根宅）
28 生活サポートひなまち 高齢者サロン　等 本町第二自治会館
29 さんくサロン サロン ３９広場
30 弥生会 書道 岩槻本町公民館
31 一味会 書道 岩槻本町公民館
32 子州篆刻会 書道と印 コミュニティセンターいわつき
33 岩笊会・岩槻囲碁愛好会 囲碁 岩槻城址公民館
34 ゴマクラブ 囲碁　等 岩槻区内
35 水茎会 硬筆書道クラブ 本町公民館
36 すずらんの会 実用書道　等 コミュニティセンターいわつき
37 オカリナチェリー オカリナ 岩槻本丸公民館
38 ふきのとう おし花 岩槻本町公民館
39 ひがし野自治会サロン・クラブ お茶会 ひがし野公園
40 料理ボランティアやすらぎ会 会食 コミュニティセンターいわつき
41 東岩槻カラオケクラブけやき会 歌謡教室 東岩槻自治会館
42 シルバーボランティアたんぽぽ 配食 コミュニティセンターいわつき・ふれあいプラザ

43 東武岳風会杳吟会 詩吟 コミュニティセンターいわつき
44 埼玉県生態系保護協会　岩槻支部 自然保護活動　等 岩槻文化公園
45 パッチワーク　ふるーつぽんちの会 手芸 コミュニティセンターいわつき
46 槻寿苑将棋愛好会 将棋 槻寿苑
47 南平野ボランティア会 清掃及び美化活動 南平野公園
48 いわつき国際交流会日本語プラザ 日本語教室 岩槻区役所多目的室
49 諏訪５俳句クラブ 俳句 諏訪５丁目北部自治会集会所
50 つるし飾り織姫 美術　等 コミュニティセンターいわつき
51 岩槻マジック愛好会 マジック 岩槻城址公民館


