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はじめに

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！

現在、本学では体育会系サークル21団体、
文化会系サークル20団体がサークル活動を行っています。

この冊子を見て、入りたいサークルや
気になるサークル活動を見つけたら

代表者に連絡を取ったり、見学に行ってみてください！

また、サークル活動についてわからないことがあれば
学生団体連合会執行部（fcuunion@fcu.ac.jp）まで

気軽に連絡してください！

私たちは皆さんの大学生活がサークル活動を通して
より充実したものになることを願っています。

学生団体連合会執行部 一同



サークル加入までの流れ

①気になるサークルを見つけよう！

②そのサークルの連絡先に連絡する。
活動場所、時間を確認して見学に行く。

③代表者にサークル加入することを伝える。



体育会系サークル

WYサークル
ソフトテニスサークル
硬式テニスサークル
バレーボールサークル

YRMバドミントンサークル
軟式野球サークル IBC

バスケットボールサークル
アマチュアバスケットボールサークル

剣道サークル
バドミントン部

キャンプ＆ハイキングサークル
陸上サークル

ストリートダンスサークル舞
FCU48

男子バレーボール部
女子バレーボール部

水泳部
卓球サークル

コピーダンスサークル SoL



２

WYサークル

連絡先：b20e2012@fcu.ac.jp
Twitter：@fcu_wy_circle
Instagram：wy.wy.circle

持ち物：体育館シューズ
運動できる服装

活動内容：バレーボール、バドミントン、
バスケットボールなど好きなスポーツを
ゆる～く！！
団体人数：約40人
活動頻度：毎週土曜日9:00～13:00
活動場所：アリーナ
サークル行事：BBQや大学祭、クリスマ
ス会など

WYサークルと書いて、ワイワイ
サークルと読みます！ゆるく楽
しく活動しているので気軽に来
てみてください♪友達を作りた
い人、運動したい人、おすすめ
です！少しでも興味のある人、
お待ちしています😊😊



ソフトテニスサークル

連絡先：b19u0043@fcu.ac.jp
Twitter：

福山市立大学ソフトテニスサークル
@fcu_softtennis

持ち物：動きやすい服
ラケット

活動内容：乱打、サーブ、レシーブ練習、
試合

団体人数：10人
活動頻度：毎週火・木曜日 18:00～

21:00
活動場所：北本庄テニスコート
サークル行事：夏に海に行く

大学祭での模擬店

経験者、初心者、男女は一切問
いません！
少しだけ身体を動かしたい、ソ
フトテニスをしてみたいという
人は気軽に来てください。



硬式テニスサークル

連絡先：b21u0057@fcu.ac.jp
Twitter：

福山市立大学硬式テニスサークル
（fcu.kachikachitennis）

持ち物：運動できる服と
くつ

活動内容：ラリーなどの基本的なことか
ら、試合などもやっています
団体人数：27人
活動頻度：週1回程度
活動場所：北本庄テニスコート

みなさんこんにちは！硬式テニ
スサークルです。
このサークルは比較的経験者が
多いですが、初心者も一緒に楽
しく活動しています！興味があ
る方はぜひ連絡ください！



バレーボールサークル

連絡先：b20u0060@fcu.ac.jp
Twitter：

福山市立大学バレーボールサークル

持ち物：シューズ・動き
やすい服

活動内容：バレーボール
団体人数：約100人
活動頻度：週2回（火・金）
活動場所：アリーナ

このサークルでは、かなりゆる
くバレーをしています。
ボール落とさずに相手コートに
返せればOKです。
学年学部関係なく仲良くやって
ます。ぜひきてください。



YRMバドミントンサークル

連絡先：b20u0012@fcu.ac.jp
Twitter：

YRMバドミントンサークル＠福山市立
（@YRM45340872）

持ち物：動ける服と室内
用の靴

活動内容：バドミントン（ダブルスの試
合・ラリー）

団体人数：30～50人
活動頻度：毎週木曜日
活動場所：アリーナ
サークル行事：不定期で景品ありの大会

このサークルでは、ゆるくバド
ミントンをするのはもちろん、
友達と話をしにくるだけでもい
いし、新入生のみなさんには友
達づくりの良い場になると思い
ます！



２

軟式野球サークル IBC

連絡先：b20u0109@fcu.ac.jp
Twitter：福山市立大学軟式野球サークル

（@fcu_ibc）
Instagram：福山IBC（fukuyama_ibc）

持ち物：野球のできる格好
（ジャージ可）
グローブ
スパイク

活動内容：水・土は守備、打撃中心の練習
日曜日は試合

団体人数：３４人（男子２６人,女子８人）
活動頻度：水曜日（１７：００～２１：００）

土曜日（１３：３０～１７：００）
活動場所：北本庄グラウンド
参加大会：若鷹リーグ、セカステ、フルサト、

福山軟式野球連盟
サークル行事：新歓、忘年会、新年会、追いコ

ン

私たちは、楽しく、勝てる野球
を目標に日々白球を追いかけて
います。先輩・後輩の垣根を超
え、和気あいあいとした雰囲気
が魅力的なサークルです！経験
者はもちろん、初心者やマネー
ジャーも大歓迎‼一緒にいい思
い出をつくりましょう！



２

バスケットボールサークル

連絡先：b19u0128@fcu.ac.jp

持ち物：シューズ
動ける服装

活動内容：試合形式のゲーム、対外試合など
団体人数：３０人
活動頻度：毎週月曜日１８：００～２１：００

（日曜日１３：００～１７：００）
活動場所：アリーナ
サークル行事：春リーグ戦、新入生歓迎会

毎週月曜日にアリーナで活動
しています。
初心者、経験者関係なく気に
なったら気軽に遊びに来てく
ださい‼



２

アマチュアバスケサークル

連絡先：b20u0042@fcu.ac.jp
Twitter：@Amabasu_fcu

持ち物：運動ができる
服装、靴

活動内容：みんなでゆるーくバスケ
団体人数：２０～３０人
活動頻度：毎週水曜日（週1回）
活動場所：アリーナ
サークル行事：夏合宿、新歓、追いコン、

バスケ大会

僕たちアマバスは毎週水曜日に経験者
だけではなく、未経験者も一緒に楽し
くバスケをしています！
サークル内では先輩・後輩の仲が良く、
サークル意外の場でも交流しているの
で、とても充実した大学生活を送るこ
とができます！不定期でバスケ大会も
行っているので、ぜひ遊びに来てくだ
さい！



２

剣道サークル

連絡先：b19u0026@fcu.ac.jp
Twitter：@fcukendo
Instagram：fcukendo

持ち物：竹刀・道着・防
具など
（初心者は動き
やすい服装で）

活動内容：剣道の稽古
団体人数：１０人
活動頻度：週２回（水・土）
活動場所：アリーナ
参加大会：年に１回「天野杯」という福山市の

大会に参加します。
（２０２０,２０２１年度は

コロナウイルスの影響で中止）

経験者はもちろん、初心者の
方も大歓迎！
大学で体を動かしたい人はぜ
ひ剣道サークルへ！
見学だけでもOKです。



２

バドミントン部

連絡先：b20u0053@fcu.ac.jp
Twitter：@fcu_badminton

持ち物：体育館シューズor
バドミントンシューズ
バドミントンラケット

※ラケット貸出可

活動内容：練習、大会への参加
団体人数：１５人
活動頻度：月曜日・木曜日

１３：００～１８：００
活動場所：港町アリーナ
参加大会：県リーグ、天野杯

こんにちは。バドミントン部サークル
です。毎週2階のアリーナで活動して
います。練習では水鳥のシャトルを使
えて、本格的なバドミントンができま
す。バドミントンは大学から始めても
上手にできますし、始めやすいスポー
ツです。興味のある人はぜひ見に来て
ください。



２

キャンプ＆ハイキングサークル

連絡先：b19e1012@fcu.ac.jp
SNS：Instagram:@fcu-camp
(福山市立大学陸上サークル)

持ち物：登山用シューズ
ザック（大きめ

のリュックでも可）

活動内容：登山、キャンプ
団体人数：20～25人
活動頻度：一年に4，5回
活動場所：野外

みんなでキャンプ、ハイキング
を楽しくやってます！
初心者でも大歓迎です！
ぜひ来てください！



２

陸上サークル

連絡先：b19u0141@fcu.ac.jp
SNS：Twitter:@fcu-rikubu
(福山市立大学陸上サークル)

持ち物：飲み物、タオル
ランニングシューズ

活動内容：楽しく走る！
団体人数：７人（男子6人、女子1人）
活動頻度：水曜日 18：１0～
活動場所：緑町公園、みなと公園、エフ
ピコアリーナ、大学トレ室
参加大会やサークル行事：福山マラソン、
各駅伝、夏合宿、スキースノボ、新入生
歓迎会、忘年会、追いコン

メンバーそれぞれ楽しくマイ
ペースに走っています。競技場
を使用して練習もできます。経
験者はもちろん、未経験者でも
大歓迎です。私たちと一緒に走
りませんか？
遊びも交えながら楽しくしてま
すので気軽にご参加ください！



２

ストリートダンスサークル舞

連絡先：b20u0091@fcu.ac.jp
SNS：Twitter:@fcusdcm-mai

Instagram:fcudcm-mai

持ち物：動ける服と靴

主な活動内容：学祭や学内イベント、他
大学との合同イベントなど
団体の人数：26人
活動頻度：毎週月曜日、木曜日

（18：00～21：00）
活動場所 実技演習室
参加大会やサークル行事：学祭、ラブコ
レ、他大学との合同イベント

学祭や学内イベント、他大学と
の合同イベントなどたくさん踊
れる機会があります。初心者大
歓迎です！一緒に踊りましょ
う！



２

FCU48

連絡先：b19u0090@fcu.ac.jp
SNS：Twitter:@fcu-48

Instagram：fcu48
gooブログ

持ち物：体育館シューズ
（必要な人のみ）

活動内容：アイドルの模倣ダンスを踊っ
てます！※裏方さんもいます！
団体人数：6人
活動頻度：毎週火曜日、金曜日
活動場所：実技演習室
参加大会やサークル行事：大学祭、オー
プンキャンパス、ラブコレなど

FCU48という名前ですが、48系
だけでなくハロプロ、坂道系な
ど様々なアイドルを踊ります！
普段は楽しく踊る！をメインに
活動していますが、大学祭など
イベント前は全員本気で頑張り
ます！ダンス初心者大歓迎！カ
メラ、ヘアメイクなど裏方さん
も募集中です！

イベント前普段



２

男子バレーボール部

連絡先：b20e1038@fcu.ac.jp
Twitter：@fcu_volleyball
Instagram：fcu_volley

持ち物：体育館シューズ
動きやすい服装

活動内容：大会に向けての練習
団体人数：37人
活動頻度：週3日
15:00～18:00または10：00～13：00
活動場所：アリーナ、北本庄キャンパス
サークル行事：中国大学バレーボール
リーグ戦（春大会、合宿）
中四国学生バレーボール

大学から始める人が多いので、
興味がある人は気軽に参加して
みてください！マネージャーも
多く楽しく練習しています！
待ってまーす！



２

女子バレーボール部

連絡先：b19e1043@fcu.ac.jp
Twitter：@fcuvolleyteam77
Instagram：fcu.volleyteam77

持ち物：体育館シューズ
動きやすい服装

活動内容：練習、大会参加
団体人数：7人
活動頻度：週3回
火、金曜日 15:00～18:00
土曜日 9：00～13：00
活動場所：火、金曜日 アリーナ

土曜日 北本庄キャンパス
※時間割によって変わることもあります。
サークル行事：
中国大学バレーボールリーグ戦
広島県大学バレーボール選手権大会

仲が良く楽しいチームです。
中学または高校のみの経験者も
沢山います。二部昇格に向けて
日々頑張っています。少しでも
興味のある方は連絡や見学お待
ちしています。



２

水泳部

連絡先：b19u0090@fcu.ac.jp
Twitter：@FCUswim

持ち物：水着、ゴーグル、
スイムキャップ、
その他必要なもの

活動内容：シーズン中は週1、2回の練習
大会への参加、オフシーズンは週１回の
トレーニング
団体人数：5人
活動頻度：月2回
活動場所：ローズアリーナ、トレーニン
グルーム、松永スポーツセンター
サークル行事：中四国水泳大会

親睦会（4、5月）、合宿

水泳部は部員の仲が良く、いつ
も楽しく活動しています。合宿
では参加者みんなで揃って食中
毒になるなど息もぴったりです。
部員は初心者も多く、泳ぐのが
初めての人から、経験者まで大
募集です！気になる人はメール
かTwitterまで！



２

卓球サークル

連絡先：b20u0047@fcu.ac.jp
Twitter：@TTC15158602

Instagram：ttc20_21

持ち物：ラケット
シューズ
動きやすい服

活動内容：みんなで卓球を楽しんでま
す！！
団体人数：21人
活動頻度：週１回～2回
水曜日 13:00～16:00
土曜日 14:00～17:00
活動場所：大学アリーナ
サークル行事：福山市長杯、
全日本卓球選手権大会広島県予選
※大会参加は希望者のみ
BBQ、忘年会

卓球に興味を持っているみなさ
ん！ぜひ一緒に卓球をしません
か？初心者、経験者は関係な
し！楽しむことが一番！卓球を
通して交流を深めましょう！
様々な行事も目白押し！Twitter、
InstagramでのDM待ってます！



コピーダンスサークル SoL

連絡先：b20e1050@fcu.ac.jp
SNS:cdc_sol_fcu(インスタ)

活動内容：みんなで好きなジャン
ルのダンスを踊る

団体人数：19人
活動頻度：週一回
活動場所：実技演習室
サークル行事：港輝祭

K-popを中心に様々なジャンル
のダンスをみんなで踊ります。
自由な雰囲気で共通の趣味があ
る友達が見つかるかもしれない
ので興味があれば気軽に見に来

てください！！

持ち物：動きやすい服
装、運動靴（屋内用）



文化会系サークル

吹奏楽サークル
軽音楽サークル

ボランティアサークル だて会
FCU演劇サークル 「シアターハーバー」

放送部
学生協力団体 Liaison
教育サークル Stella

茶道部
芸術サークル

ボランティアサークル 「Grip!」
FOLKLORE制作
ユネスコクラブ

写真部
福山市立大学合唱団

異文化交流サークルLG



吹奏楽サークル

連絡先：b20u0153
Twitter:@fcu_s

Instagram:fcu_brass

活動内容：個人練、合奏、学校行事や
外部イベントでの演奏

団体人数：38人
活動頻度：木曜、土曜、日曜
活動場所：音楽室
サークル行事：入学式、卒業式、大学

祭、新歓ライブ、BBB、
ジャズフェス、オープ
ンキャンパスなど

持ち物：チューナー、
楽譜用ファイル

吹奏楽サークルはみんなで
和気あいあいと、ゆる～く
活動しています。初心者で
もブランクがあっても全然
大丈夫です！気軽に音楽室

に来てくださいね～！



軽音楽サークル

持ち物：楽器(ある人)

活動内容：バンドライブに向けた練習
団体人数：44人
活動頻度：週２回
活動場所：音楽室
サークル行事：学際ライブ、新歓ライ

ブ、夏ライブ、追いコ
ンライブ、配信ライブ
など

私たち軽音楽サークルは、歌ったり楽
器を演奏したりと、楽しく音楽活動を
行っています。様々なアーティストの
曲を演奏することはもちろん、自分た

ちで曲を作る人もいます♪
幅広く楽しめるので、音楽が好きな人

はぜひ軽音楽サークルへ！

連絡先：b20u0025@fcu.ac.jp
Instagram:福山市立大学軽音楽

サークル fcu_Imc
Twitter:FCU軽音サークル

@FCU_LMK



ボランティアサークル だて会

連絡先：b20e1028＠
fcu.ac.jp

活動内容：障害のある方と楽しく交流する
「ホリデーレクリエーション」
や、自然豊かな場所で子供た
ちと遊ぶ「あそびば」など

活動人数：約30名
活動頻度：月に１,２回
活動場所：学内、地域の施設
サークル行事：ホリデーレクリエーション、

冒険遊び場、ふくっこ食堂、
その他のボランティア

持ち物：特になし

子供たちや障害のある方と様々な
交流ができるサークルです。「子
供が好き」「地域の取り組みに関
わりたい」という方、誰でも大歓
迎です！自分の興味や都合に合わ
せて自由に活動へ参加できるので、

お気軽にどうぞ！



２

FCU演劇サークルシアターハーバー

連絡先：b20e1035@fcu.ac.jp
Twitter:@FCU_engeki

持ち物：特になし

活動内容：公演に向けての稽古
団体人数：１５人
活動頻度：週２回（火、木）

公演前は毎日練習します。
活動場所：小講義室C
サークル行事：新歓公演、学際公演

定期公演

こんにちは！演劇サークルで
す！役者だけでなく、音響・照
明など裏方も大募集です！
初心者大歓迎！小講義室Cで待っ
てます！



２

放送部

連絡先：b19u0102@fcu.ac.jp

持ち物：手ぶらでOK

活動内容：発声練習
団体人数：５人
活動頻度：週１,２回
活動場所：心理学研究室
サークル行事：福山バラ祭

オープンキャンパス
港輝祭（大学祭）

皆さん、こんにちは！放送部です！
私たちは少数精鋭で活動しています。
普段は部室でゆるく雑談などしてい
ますが、イベントのアナウンスなど
も行っています。兼部も初心者も少
しでも興味を持った方は上記の連絡
先までご一報ください。



２

学生協力団体 liaison

連絡先：b20u0106@fcu.ac.jp
Twitter:@fcu_liaison
Instagram:fcu_liaison

持ち物：特になし

活動内容：年に１回カンボジアに渡航
現地の村や小学校を訪れ、支
援活動を行ってきました。

団体人数：１５人
活動頻度：毎週月曜日
活動場所：小講義F
サークル行事：年に一度のカンボジア渡
航（屋内では渡航の計画立て）

大学生ならではの活動ができる
サークルです。優しいメンバー
が多く、ほんわかした雰囲気で
楽しく活動しています。海外や
ボランティアに興味がある、子
供が好きな人などどなたでも気
軽に連絡ください。
一緒にカンボジアで出来ること
を考えてみませんか。



２

教育サークル「Stella」

連絡先：b19e1046@fcu.ac.jp

持ち物：筆記用具
印鑑

（出欠確認用）

活動内容：主に小学４～６年生に勉強を
教える「放課後チャレンジ教室」の活動
を行っています。
団体人数：３４人
活動頻度：毎週水曜日（16：30～18：
00）
活動場所：旭公民館
サークル行事：新入生歓迎会

追いコン（卒業パーティー）

「放課後チャレンジ教室」予定
を考慮して参加できます。
＊希望者のみ＊
「薬物乱用防止教室」はライセ
ンス取得時のみ講座とテストを
１０月に受けます。
「うぇるだん」は子供たちが知
らない、普段できない遊びを子
供たちと楽しみます。



２

茶道部

連絡先：b19u0135@fcu.ac.jp
Twitter：@fcu_sadou

持ち物：袱紗（ふくさ）
セット、着物

（学祭にて着用、
貸出可）

活動内容：お点前やお運びの練習
団体人数：11人
活動頻度：週1回、火曜日16:30～20:00
活動場所：学内の和室（3階）
サークル行事：学祭、学生茶会、初釜

（1月）など

雰囲気はとにかくのんびり！
「茶道って厳しいイメージ…作
法分からん」って方も楽しめま
す！何気ない話を仲間たちと楽
しみながらゆっくり自分のペー
スで覚えていきましょう♪
参加する人には、毎度お菓子代
150円の用意をお願いしていま
す！



２

芸術サークル

連絡先：b19u0075@fcu.ac.jp
Twitter：@fcu_art

持ち物：特になし

活動内容：イラスト制作、手芸等
団体人数：14人
活動頻度：週1回
活動場所：小講義室（教室は学期ごとに

変わります）
サークル行事：港輝祭

ゆるく活動しています。初心者、
他団体との掛け持ちも大歓迎！



２

ボランティアサークル「Grip!」

連絡先：b19u0131@fcu.ac.jp

持ち物：特になし

活動内容：ボランティア活動
団体人数：8人
活動頻度：こまめに
活動場所：学外（福山市内）
サークル行事：福山ばら祭、ルクシアタ

福山、里山里地協力隊活
動

イベントなどで、ボランティア
活動をしています。企業や行政
の人と関わる機会も多いので人
脈も広がります。男女・学部は
関係なし、初心者大歓迎！少し
でも気になったら連絡してくだ
さい！



２

FOLKLORE制作

連絡先：b20u0086@fcu.ac.jp
Twitter：@FolkloreFCU
Instagram：@folklore.fcu

持ち物：USB

活動内容：年4回のフリーペーパーの
制作・発行

団体人数：5人
活動頻度：週1～2回のミーティング
活動場所：多目的
サークル行事：特になし

FOLKLOREは年4回季節ごとにフ
リーペーパーを発行しており、
取材・記事執筆、誌面製作・資
金集めを全て学生だけで行って
います！もちろん未経験者も大
歓迎！



２

ユネスコクラブ

連絡先：b19u0041@fcu.ac.jp
Twitter：@UNESCO_FCU
Instagram：unesco.fcu

持ち物：なし

活動内容：他大学との交流会、SDGsにつ
いて勉強、発信、国際支援活動など
団体人数：１３人
活動頻度：毎週火曜日 お昼休憩
活動場所：６３４ゼミ室、小F
サークル行事：ユネスコクラブ全国サ
ミット、スタディーツアー

みなさん、こんにちは！ユネス
コクラブです。私たちは国際支
援活動への参加や他大学と合同
での活動も行っています！少し
でも気になった方はユネスコク
ラブのSNSをチェックしてみて下
さい！



２

写真部

連絡先：b19u0038@fcu.ac.jp
Twitter：@fcu_photoclub

持ち物：カメラ
（持っている人だ

け）

活動内容：撮影会、学祭での写真展示
団体人数：７人
活動頻度：不定期（年に数回）
活動場所：撮影会で色々なところに行き

ます！
サークル行事：なし

私たち写真部は年数回の撮影会
などゆるーくまったり活動して
います。写真やカメラに興味が
ある人はぜひ！！カメラを持っ
ていない人・初心者の人も大歓
迎です！！兼部もしやすいので
気軽に来てください！



２

福山市立大学合唱団

連絡先：b19u0069@fcu.ac.jp
Twitter：@fcu_choir0718

持ち物：特になし

活動内容：合唱の練習・披露
団体人数：１０人
活動頻度：週２回、空きコマで活動
活動場所：器学練習室
サークル行事：大学祭等の学内行事

合唱がやりたい！歌うのが好
き！という人が集まってできた
サークルです。皆で楽しみなが
ら週に２回活動しています。未
経験者も大歓迎です！私たちと
一緒にハモってみませんか？



２

異文化交流サークルLG

連絡先：b20u0152@fcu.ac.jp
Twitter：@FcuLg
Instagram：fcu,Lg

持ち物：優しさ、おもい
やり、笑顔

活動内容：ゲームやスポーツを通じて、
留学生と一緒に異文化に触れ合い楽しむ。
団体人数：９人
活動頻度：週一
活動場所：アリーナ、ゼミ室など
サークル行事：大学祭での模擬店出店、
ボードゲーム大会（身内で）

みなさん、こんにちは！私たち
のサークルは、留学生の人とと
にかくゆるくゲームをしたり、
スポーツをして楽しく活動して
います。外国語や異文化に興味
がある人、友達の輪を広げたい
人は是非来てね！！



連絡先一覧【体育会系サークル】

団体名 代表者 連絡先
WYサークル 小比賀樹 b20u2012@fcu.ac.jp

ソフトテニスサークル 加納悠汰 b19u0043@fcu.ac.jp

硬式テニスサークル 西垣花梨 b21u0057@fcu.ac.jp

バレーボールサークル 佐世太陽 b20u0060@fcu.ac.jp

YRMバドミントンサークル 今橋東吾 b20u0012@fcu.ac.jp

軟式野球サークル IBC 福島亮太 b20u0109@fcu.ac.jp

バスケットボールサークル 藤田未有 b19u0128@fcu.ac.jp

アマチュアバスケットボールサークル 木村知輝 b20u0042@fcu.ac.jp

剣道サークル 岡本陸玖 b19u0026@fcu.ac.jp

バドミントン部 作道裕太 b20u0053@fcu.ac.jp

キャンプアンドハイキングサークル 片山皓太 b19e1012@fcu.ac.jp

陸上競技部 溝渕智紀 b19u0141@fcu.ac.jp

ゆるフットサルサークル 吉村悠太 b18u0150@fcu.ac.jp

ストリートダンスサークル～舞～ 西林萌夕子 b20u0091@fcu.ac.jp

FCU48 瀧口和奏 b19u0090@fcu.ac.jp

男子バレーボール部 淵本一徳 b20e1038@fcu.ac.jp

女子バレーボール部 松本愛 b19e1043@fcu.ac.jp

水泳部 瀧口和奏 b19u0090@fcu.ac.jp

卓球サークル 高麗旬 b20u0047@fcu.ac.jp

ソフトテニス部 近藤靖也 b19u0071@fcu.ac.jp

コピーダンスサークルSoL 渡辺莉生 b20e1050@fcu.ac.jp



連絡先一覧【文化会系サークル】

団体名 代表者 連絡先

吹奏楽サークル 脇野杏香 b20u0153@fcu.ac.jp

軽音楽サークル 小倉早貴 b20u0025@fcu.ac.jp

野菜を育てようサークル 竹内里莉夏 b19u0092@fcu.ac.jp

ボランティアサークル だて会 藤近詩織 b20e1028@fcu.ac.jp

FCU演劇サークル
「シアターハーバー」

橋本さくら b20e1035@fcu.ac.jp

放送部 寺岡愛美 b19u0102@fcu.ac.jp

コーラスサークル gree 樋田彩乃 b19e2028@fcu.ac.jp

学生国際協力団体 Liaison 平山栞菜 b20u0106@fcu.ac.jp

室内オーケストラサークル 吉野瑞生 b18u0149@fcu.ac.jp

教育サークル Stella 吉國胡桃 b19e1046@fcu.ac.jp

茶道部 槙本萌花 b19u0135@fcu.ac.jp

芸術サークル 坂田智美 b19u0075@fcu.ac.jp

ボランティアサークル「Grip!」 細川花 b19u0131@fcu.ac.jp

FOLKLORE制作 中野桃歌 b20u0086@fcu.ac.jp

ユネスコクラブ 金田菜緒 b19u0041@fcu.ac.jp

写真部 嘉藤涼稀 b19u0038@fcu.ac.jp

福山市立大学合唱団 小林璃桜 b19u0069@fcu.ac.jp

棋道サークル 眞鍋諒也 b19u0137@fcu.ac.jp

異文化交流サークル LG 呂博軒 b20u0152@fcu.ac.jp



「連合会執行部」へ
WELCOME!

連合会執行部ってなに？

サークル活動を充実させるために
活動している団体です！

週に1～2回、1時間くらいお仕事し
ています。みんなとっても仲が良
く、楽しく活動しています！

何をしているの？

①サークルの代表を集めた会議での司会
②大学とサークルの架け橋
③会計の仕事
④事務作業
大変な時期もあるけれど、仕事をした後
はご飯を食べたり、お菓子を食べたり、
みんなでゲームをしたりできるかも！？



「連合会執行部」へ
WELCOME!

連合会執行部は、
皆さんの参加を待っています！

少しでも気になるな…と思ったら下のアドレスに
名前と学部を記入して、ご連絡ください。

fcuunion@fcu.ac.jp

サークル紹介冊子を読んだ感想も自由に送ってくださいね。
みなさんの大学生活が楽しく充実したものになりますよう

に！

学生団体連合会執行部一同

昼に集まってご飯を食べている
メンバーもいます。

気軽に立ち寄ってください！

講義のことや試験のこと、
バイトのことなど活動以外の

ことも話し合えます。

mailto:fcuunion@fcu.ac.jp


施設使用方法と注意点

【施設利用方法】
〇アリーナ
・学務課で使用する一週間前までに施設を予約する
・「施設使用願」を学務課窓口へ提出する
・使用する前に防災センターでアリーナの開錠をお願いする
※団体で使用する際はアリーナチェック表へ記入する

↓
・使用後掃除（モップ掛け）をする
・防災センターでアリーナの施錠をお願いする

■注意点
・水、お茶以外の飲食禁止
・土足禁止
・壁打ち禁止

〇北本庄キャンパス体育館、運動場
・学務課で使用する一週間前までに施設を予約する
・「施設使用願」を学務課窓口へ提出する
・使用する前に北本庄管理棟の防災センターで施設使用の用紙
に記帳する

↓
・使用した施設、場所を清掃または整備を行う
・防災センターで施設使用の用紙に記帳する

【けがや施設、物品の破損が起きた場合の連絡先】
・港町キャンパス：学務課（084-999-1113）および

連合会（fcuunion@fcu.ac.jp）
・北本庄キャンパス：北本庄キャンパスの防災センターおよび

連合会（fcuunion@fcu.ac.jp）
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