
公開用【全データ】2019年度団体リスト 2019.8.13現在

NO 団　　　　　　体　　　　　　　名 活　動　内　容 主な活動日 主な会場 月額 年額

手工芸 35 パッチワーク陽光
古い布等、タンスに眠ってる生地で（着物）小袋、バック、
ベッドカバーまで

月２回 14 ～ 17 藤公 2,000円 1,200円

手工芸 41 版画どんぐり
シルクスクリーン版画、文化祭等に作品展示。年賀状、
Ｔシャツ、カレンダー等作製

決まりなし - ～ - 藤公 なし

手工芸 45 りんどうの会 編物の技術向上の為　指導者のもと、技術の習得練習 月２回木曜日 14 ～ 17 藤公 3,000円

手工芸 88 折り紙グループ「鶴」 地域の交流（折り紙） 第２火曜日 13 ～ 16 藤公 1,500

手工芸 105 糸の会
小物の作品制作（手芸、あみもの、折り紙、ビーズ、ベア
他）

月３回木曜日 10 ～ 17 藤公 なし

手工芸 127 籐工芸の会
自然素材の藤を使ってかごやバック、花、人形など様々
な作品を作り生活に活す。サークルの皆でアドバイス・
意見を出し合いコミニュケーションをはかる。

第２火曜日 1030 ～ 16 藤公 900円

手工芸 130 アートクレイ花工房 樹脂粘土や石粉粘土で花や器等を作っています。 月２回水曜日 10 ～ 15 藤公 なし

手工芸 253 ミッキーサークル フラワーアレンジメント。 ４ヶ月に１回 0 ～ 13 竹公 500円

手工芸 275 竹陶会 陶芸 第２，４月曜日 9 ～ 12 竹公 1,500円

手工芸 280 彩の器会 陶芸 月２回 10 ～ 16 竹公 900円

手工芸 517 三芳面打ちの会
能面は伝統工芸であり、侘び寂の精神を学ぶ。文化昂
揚生涯学習に一環として地域に還元することを目的と
する。

第１，３土、
第２．４水曜

日
12 ～ 17 竹公 1,500円

手工芸 1571 三芳切り絵の会
生涯学習一環として切り絵を通じて会員相互の親睦と
教養を深めると共に三芳文化の向上に寄与する事を目
的とする。

月３回水曜日 9 ～ 12 藤公 600円

手工芸 4525 フェリスルーム
スクラップブッキング・・・写真のクラフトを使ってアルバ
ムにする。子育ての相談や悩みなどの支援活動も目
的。

月1回 10 ～ 13 竹公 なし

手工芸 5218 アートサークル
彫刻（主に木彫り）創作による技術の習得を通して同好
の方々との親睦を深める

月3回水曜日 9 ～ 15 中公

美術 6 フォトサークルみよし
写真を持ち寄り、講評、会員の知識向上と技術の研鑚
する定例会・撮影会各１０回（１・８月を除く）

月１回月曜日 10 ～ 12 藤公 なし

美術 42 写真クラブ遊楽写
撮影作品の批評、撮影技術向上が中心、クラブ展コン
テスト、町内広報に投稿

第１，３火曜日 19 ～ 22 藤公 4,000円

時間帯
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美術 63 赤いパレット 絵画作成、美術館での絵画鑑賞、スケッチ等 第１，２，３水または木曜日 9 ～ 12 藤公 2,500円

美術 167 華陽会
油彩画・水彩画をを学びあい、指導者を中心に会員自
ら知識と教養を高めていく。

各週金曜日 13 ～ 16 竹公 なし

美術 205 みよしデジカメクラブ
定例会、撮影会、展示会。社協以来の福祉まつり
ふれあいコンサートの写真。福祉施設等への展示。

月１回火曜日 10 ～ 12 藤公 4,000円

美術 232 みずえの会 水彩・パステル画。 第２，４火曜日 9 ～ 11 中公 1,000

美術 312 心をつなぐ絵手紙の会
絵手紙を通じて楽しい仲間づくり。花など身近な物を葉
書等に描き投函。（公民館二階に展示）

第２，４金曜日 10 ～ 12 竹公 なし

美術 698 新婦人絵てがみ
「ヘタでいい、ヘタでいい」を合言葉に楽しく描いていま
す。

月１回金曜日 10 ～ 12 藤公 なし

美術 2303 きりくる
伊勢型彫り及び型染め、藍染め、草木染め、型彫りを
楽しみながら、染色の様々な方法を学ぶ。

月１回月曜日 10 ～ 16 竹公 なし

美術 3508 レフ・ワン
カメラの技術を学ぶと共に会員相互の親睦を
目的とする。

第４火曜日 10 ～ 12 藤公 1,000円

美術 3586 絵手紙ゆうゆう 絵手紙教室 第２，４月曜日 13 ～ 15 藤公 1,000円

美術 5450 三芳絵画クラブ
地域の皆さん、又各団体との交流を深めて、少しでも
活発化するように、又私達クラブの向上を目的として全
員で努力しています。

月3回土曜日 13 ～ 16 藤公、野外写生 1,000 1,000

書道 292 三芳篆刻会
本会は創作による技術の習得を通して、同好の方々と
の出会いやふれあいを大切にし、お互いの親睦を深め
ることを目的とする。

第１，３土曜日 9 ～ 12 藤公 500円

書道 4225 地域サロン書道
技術の習得を通して同好の方々との出会いや触れあ
い　主に楷書と行書の練習

第2.４火曜日 9 ～ 12 藤公、社協の家 なし

文芸 157 みよし野短歌会 同好の志による短歌を楽しむ会 第２月曜日 12 ～ 16 藤公 なし 3,000円

文芸 316 みずほ俳句会 毎月一回句会を催行する。 第３火曜日 1 ～ 16 竹公 なし

文芸 5206 つちくれ俳句会 上富地区住民を中心とした俳句作りと友の会 月１回水曜日 13 ～ 16 中公

茶道 229 裏千家茶の湯　みすまる会
基本を大切にし、楽しくお稽古できるよう季節感を大事
にし、総合芸術の教養を深めるよう努力する。

第１木曜日 12 ～ 17 竹公 1500円

茶道 4894 茶楽の会 茶道を楽しむ 月２回水曜日 9 ～ 13 藤公和室 １回500円

園芸・生け花 71 三芳野草の会
山野草の育成等についてお互いに勉強する。自生地の
見学に行く。

第２土曜日 13 ～ 16 三芳町内及び近隣地 1,000円
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園芸・生け花 164 華の会　秋桜
あなたの身近に花を！と思い、季節の花を素敵に生け
て、楽しんでいます。

第３木曜日 14 ～ 17 竹公 1,000円

音楽 1 カラオケひまわりグループ
カラオケの練習、町民文化祭への参加。チャリティー
「歌謡発表会」の開催、カラオケのボランティア

月２回土曜日 10 ～ 12 藤公 2,500円

音楽 9 アンダンテ
週1回の練習。三芳町合唱祭への参加。お母さんコー
ラス参加、それに向けての練習。

毎週木曜日 10 ～ 16 竹公 4,000円

音楽 10 混声合唱団「響」
合唱活動を通じて地域文化の振興発展に寄与し団及
び団員の技術向上を図り、併せて相互の親睦を図るを
目的とする。定例練習と定期演奏会の開催。

毎週金曜日 19 ～ 22 ３公民館 3,500円

音楽 21 エコーみよし野
歌の好きな仲間が集まって合唱というカタチで歌を楽し
んでいます。

月３回火曜日 1030 ～ 1215 藤公 3500円

音楽 53 カラオケ愛好会
人生を明るく楽しく各自の培う文化で親睦を深め福祉
の増進と福祉行政に協力し、健康な体力を作る。

第１，３金曜日 13 ～ 16 中公 1000円

音楽 75 錦正流大正琴友の会
仲間の輪を大切に仲良く音楽を楽しみながら地域の活
動やボランティア演奏にも参加します。興味のある方は
お声をかけてください。

第１，３水曜日 14 ～ 16 藤公 1,500円

音楽 78 ジョイフルサウンズジャズオーケストラ 楽器演奏 土曜日 18 ～ 22 公民館 なし

音楽 87 Ｍパレット
障がいのある子どもたちの音楽グループ活動（音楽療
法）

月１回 13 ～ 17 藤公 なし

音楽 184 童謡の会コール・コピス
地域住民との親睦。コーラスの練習。合唱祭、町民音楽
祭への参加。

随時 1330 ～ 1530 藤・中公民館 2,000円

音楽 187 SONGS ウクレレ(ソングス　ウクレレ）
ウクレレ演奏を主体としてギター、ベース、パーカッショ
ンなどの軽音楽楽器を演奏しつつ歌唱及びコーラスを
楽しむ活動です。

第２，４火曜日 1230 ～ 17 三芳町・近隣市町 500円

音楽 223 みよしのハーモニカクラブ ハーモニカ練習、音楽祭参加、ボランティア活動 第４月曜日 9 ～ 12 主として三芳町 なし

音楽 230 はなみずきグループ
唄のレッスン、年1回チャリティーコンサート。町民文化
祭参加による町内交流イベント、特別養護老人施設や
福祉施設等のボランティア活動。

月２回月曜日 17 ～ 20 三芳町内 500円

音楽 279 藤久保琴の会 音楽を通して地域の方との交流、生涯学習。大正琴。 第１，３水曜日 930 ～ 1130 藤久保三区第二集会場 3,000円

音楽 285 フォレット（オカリナ・アンサンブル）
週に一度（火曜日）の練習。地域のデイサービス等での
ボランティア

毎週火曜日 13 ～ 16 中公 500円
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音楽 304 アイリス 琴の練習を通して情操を養う。 随時 - ～ - 藤公 なし 2,000円

音楽 305 オペラ・リリカふじみ野 オペラ公演活動を通した文化交流 月２回 13 ～ 22 ふじみ野市、三芳町 3,000

音楽 358 フルートサークル　フルール 楽器演奏 第２，４木曜日 9 ～ 17 竹公 2,500円

音楽 634 ちゅらん
コーラスの練習。「三芳町合唱祭」の参加に向けての練
習。

毎週火曜日 9 ～ 12 中央・竹公 3,000円

音楽 755 コール・カント
発声法及びイタリア・日本の歌曲の修得。合唱祭への
参加。

随時 1330 ～ 1630 ３公民館 随時3,000円

音楽 941 MJC（MIYOSHI JAZZ CLUB） 楽器演奏技術の向上を目的とした練習 月１～２回土曜 18 ～ 22 ３公民館 なし なし

音楽 1020 リコーダーアンサンブルピッコリーナ
リコーダー演奏。福祉施設や地域の行事でボランティア
演奏。

第２，４水曜日 0 ～ 12 竹公 2,000円

音楽 2082 プア　カーネーション
音楽を通して、楽しさや音楽祭等での発表のための練
習をしています。

月２回水曜日 13 ～ 17 藤公 200円 2,400円

音楽 2118 ほほえみハーモニカクラブ
ハーモニカを通して、会員相互の親睦を深め、地域社会
との交流をはかる。ハーモニカのレッスン、ボランティア
活動

第１，２，３木曜日 10 ～ 12 町内 1,500円

音楽 2816 カラオケつばさグループ
カラオケを楽しみながら、会員の親睦をはかり、社会へ
の貢献を実行し、会員の健康増進に努める。

第２，４月曜日 14 ～ 16 ３公民館 ２００円

音楽 3067 アマリリス
三芳町合唱祭（５月）、町民文化祭音楽祭（10月）に向
けての合唱の練習。

毎週水曜日 14 ～ 17 ３公民館 3,000円

音楽 3073 ラエ・ラエ
町内及び近隣地域の音楽愛好家との交流を目的。施
設の慰問演奏、催事の出演等行いたい。

月２回木曜日 12 ～ 17 竹公 なし

音楽 3816 フラワーズ
ウクレレについて学び月二回ハワイアン、童謡、演歌な
ど幅広く練習して会員の親睦交流を図っています。

第２，４水曜日 9 ～ 14 中公 300円

音楽 3819 タ・フ・ワ・フ・ワイ ハワイアンバンドの練習及びボランティア演奏 月２回木曜日 18 ～ 1 藤公 なし

音楽 4166 藤久保カラオケあけぼの会 カラオケ唄の練習。 随時 - ～ - 藤公 400円

音楽 5191 フルートアンサンブルみよし
フルートアンサンブルの練習　市町村のイベント参加
福祉施設・学校などの慰問演奏など

月２回木曜日 18 ～ 22 中公 2,000円

音楽 5783 三芳ウインドオーケストラ

吹奏楽を愛好するものが集い、団員相互の技術向上の
ために研究すると共に吹奏楽を通して三芳町の音楽文
化の発展に寄与すべく活動を継続させていくことを目
的とする。

月３回 18 ～ 22 中公
（月額）

一般3,000円
学生2,000円
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音楽 6277 ドレミファクラブ
ピアノの練習を通し、歌や音楽に親しみ、技術の向上を
目指しながら文化的行事への参加、地域貢献的な活動
を行う。

随時 10 ～ 16 三芳町内

民謡・民舞 83 三芳町民謡連盟

「人と人との出会いを大切に」地域の増進と社会の発
展に努め、地域に根差した活動をする。①地域の発展
に努め公的機関と協力する。②営利を目的とする行為
は行わない。

月４回 19 ～ 21 三芳町、富士見市、ふじみ野市

民謡・民舞 135 菊陽会
踊りの練習を通して、心と体の健康維持に努める。日本
の踊りの伝統芸能の鑑賞。老人施設や地元公民館など
のボランティア活動。

毎週金曜日 13 ～ 17 中公・竹公 4,000円

民謡・民舞 202 豊竹会
民謡の研修習得をし、会員相互の親睦を図るを目的と
する。活動内容：民謡（唄・三味線・尺八）の連練習

月３回水曜日 1830 ～ 22 藤久保3区集会所 1,000円

民謡・民舞 239 みよしけやき連 阿波踊りの練習 月2回火曜日 19 ～ 21 中公 4,000円

民謡・民舞 405 松美流栄扇会（新舞踊）
文化祭、まつり、藤久保５区、６区、上富、各地区盆踊り
参加、民謡連盟加入、年１回おさらい会有り。

月３回 1330 ～ 1530 町内集会所 500円

民謡・民舞 2228 美よし会 踊りの稽古（発表会に向けて） 毎週月曜日 15 ～ 18 竹公 4,000円

民謡・民舞 4806 古芸糸の会
江戸“かっぽれ”という伝統的な踊りの練習と会員の親
睦・健康のため。

第１．３火曜日 13 ～ 16 竹公 500円

伝統芸能 97 里神楽・車人形保存会 里神楽・車人形の継承。 随時 19 ～ 22 竹公、集会所など 5,000円

伝統芸能 99 武蔵太鼓 和太鼓の演奏活動。 毎週日曜日 16 ～ 20 中公 2,000円

伝統芸能 5470 北永井囃子保存会
北永井地区囃子の保存。継承を通じて地域に貢献する
ことを目標に活動している。合計年間５～６か月にわた
り週一回の練習を実施、後継者の育成を図っている。

随時 19 ～ 21 中公 なし なし

教養 1334 素研塾
東洋医学を通して食の大切さと家族の健康「病気にさ
せない、寝たきりにさせない、ボケさせない」のスローガ
ンでやってます。勉強会及び講習会、みそ造り

月１回随時 13 ～ 16 三芳町・近隣市町 300円

教養 4112 シンナゲ
韓国語を学び、韓国の生活文化、歴史にふれながら知
識教養を高める会員相互の親睦を深める。

第２，４土曜日 10 ～ 12 竹公 3,500円

言語 18 サンシャイン 日常英会話の習得 毎週木曜日 19 ～ 21 藤公 　4，000円
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言語 32 みよし日本語教室(藤久保）
三芳町近隣在住の外国人に対し日本語支援（日本語
の習得と練習など）を実施する。

毎週水曜日 10 ～ 12 藤公 なし なし

言語 81 三芳手話サークルA
手話の学習、聴覚障害者との交流（情報保障や情報交
換も含む）

毎週火曜日 10 ～ 12 藤公 250円 3,000円

言語 199 リビングイングリッシュ 日常英語会話の学習と相互交流。 毎週日曜日 10 ～ 12 藤公 なし

言語 271 七月の朗読会
会員の朗読技術の習得向上を目指す。結果を一般にこ
うかいする（発表会の開催）

毎週土曜日 15 ～ 18 竹公 2000円

言語 283 Hop Step Jump親子英語サークル

国際理解を目標とし、英語を楽しむ親子英語サークル、
行事を通して、異文化への興味を高める。絵本・歌・
ゲーム・行事を取り入れている。仲間と一緒に自己表現
をする技能を磨く。

第２，４火曜日 1630 ～ 1830 藤公 1,600円

言語 823 Happy English（ハピーイングリッシュ）
ネイティヴ講師を招き、小学生を対象にゲームや歌など
から英語を、様々な楽しい行事から異文化を学び子ども
同志の交流を深める。

毎週金曜日 16 ～ 1830 藤公 3，000円

言語 1290 みよし日本語教室（竹間沢）
三芳町近隣在住の外国人に対し、日本語支援（日本語
の修得と練習など）を実施する。

毎週土曜日 10 ～ 12 竹公 なし

言語 4347 オルレ　ハングル 韓国語を理解。学習しながら話し方を学ぶサークル。 月２回土曜日 19 ～ 2130 藤公 毎回600円

教育 173 ボーイスカウト三芳団ボーイ隊
野外活動、室内集会等、ボーイスカウトプログラムによる
青少年健全育成活動。

月２～３回土・日曜日 9 ～ 17 藤公・竹公 12,000円

教育 174 ボーイスカウト三芳団カブ隊
野外活動、室内集会等、ボーイスカウトプログラムによる
青少年健全育成活動。

月２～３回土・日曜日 9 ～ 17 藤公・竹公 12,000円

教育 175 ボーイスカウト三芳団ビーバー隊
野外活動、室内集会等、ボーイスカウトプログラムによる
青少年健全育成活動。

月２～３回土・日曜日 9 ～ 17 藤公・竹公 12,000円

教育 2795 子ども学習広場
サポートを必要とする、家庭の生徒・児童を対象に日本
語学習支援・教科学習支援、定期テスト支援、高校進
学支援をしている。

月・水・金 15 ～ 21 藤公 なし

教育 5829 カイビガン（多文化若者広場）
地域で働く若者の日本語指導。15歳を超えた外国人の
高校進学支援。小中学生の転入前日本語支援。

火・木 18 ～ 21 藤公（保育室） なし

子育て 186 アップルパイ
勉強会、および親同士の交流の場。発達に遅れがみら
れる子どもの親、理解者で勉強会やリフレッシュ活動を
行っています。

月１回 9 ～ 16 藤公 1,000～2,000円
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子育て 784 NPO法人生活支援グループパラソル
子育て支援として、親子広場を開いたり、お母さんたち
の楽しみの講座を開催。

第１，３火・金曜日 10 ～ 12 竹公 1,000円

子育て 1570 みよっぴい
子育てにおける情報交換を通じ、会員相互の親睦を深
める心身リフレッシュのため、ストレッチ運動をする。

月２回 9 ～ 13 中公・竹公 随時1，000円

子育て 5635 ＴＯＭＯＳＯ
三芳町在住子ども0歳から中３までに子どもを対象に居
場所、こども喫茶等を開いている。

随時 ～ 社協の家 なし

地域づくり 154 新日本婦人の会三芳支部
平和と子どものしあわせを願い生活向上　女性の権利
など世界の女性たちと手をつなぐ運動。

月１～２回 10 ～ 12 藤公 900円

地域づくり 177 囲碁将棋同好会

文化活動として囲碁、将棋の親睦を目的に活動させて
いただいております。囲碁同好会、入間東部囲碁将棋
大会、今年５２回となります。その他不定期囲碁講座開
催等（文化祭で三芳町囲碁将棋大会参加）

毎週木曜日 9 ～ 12 藤公 なし 2,000

地域づくり 192 三芳の町づくりを考える会
会員同士の交流と学習を町民にも呼びかけて交流を広
めていく。

月１回 19 ～ 21 藤公 なし

地域づくり 976 全日本年金者組合三芳支部
高齢期を健康で明るく生きるための命綱「年金制度」を
守りながら人生尾大いに楽しむ（スポーツ、畑等活動を
している団体。

月１回 10 ～ 12 藤公他 220円

地域づくり 4425 三芳町公民館利用者の会
公民館の運営・活動状況の把握につとめ団体相互の
交流を図り地域のつながりと文化振興に寄与する。そ
の目的のため、講演会や学習会を実施する。

随時 - ～ - 藤公 随時

福祉 61 ギフト
三芳町を中心に心身に障がいを持った方への支援を行
う

随時 - ～ - 三芳町内 なし

福祉 69 視覚障がい者の会ひとみ 会員の親睦 月２回火曜日 9 ～ 15 藤公 1,000円

福祉 82 点訳サークル「とんとん」
本、絵本の点訳、町の広報誌、小中高の点字教室、保
健センター事業一覧の点訳など、

第２，４水曜日 13 ～ 16 藤公・竹公 2,000円

福祉 94 三芳手話サークルB 聴覚障害者との交流 第２，４土曜日 10 ～ 12 藤公 3,000円

福祉 95 点訳絵本「こぐまの会」
点訳絵本作り（視覚障害者と健常者のための見て触っ
て読める点訳絵本作り）

月２回水曜日 13 ～ 17 藤公 500円

福祉 109 三芳町手をつなぐ親の会

三芳町に障害者がおり、その子供たちを育てている親
がいることを多くの方に知っていただきたい。月２回の活
動日を設け、福祉まつり出店の手作り品を作ったり、情
報交換の場としています。

月２回木曜日 13 ～ 16 藤公 2,000円
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福祉 128 三芳町朗読ボランティアの会「けやき」
朗読を通して視覚障がい者の方に広報のテープを送っ
ている。

月１回 10 ～ 12 公民館 1,000円

福祉 143 三芳町聴覚障害者の会
聴覚障がい者のコミュニケーション手段である手話の指
導

毎週火曜日 10 ～ 12 藤公 2,000円

福祉 159 三芳町ボランティア連絡会
町で活動するボランティア団体が集まり、情報交換、研
修、親睦を計り、月１回の定例会、研修旅行、交流会等
の活動をしています。

月１回 1330 ～ 1530 藤公 1,000円

福祉 176 ガイドヘルパーあいの会
視覚障がい者の外出支援。視覚障害者の会ひとみさん
の定例会、いもっこ体操支援。福祉まつり参加。小中学
校の福祉教育学習に協力。

第４月曜日 13 ～ 15 藤公 1,200円

福祉 198 福祉将棋・囲碁の会
高齢者の生活に生きがいを与え健康寿命を伸ばすと共
に町の児童館等に出張指導を行っています。定例の活
動は月に１０回。

月１０回 9 ～ 15 ２区集会所・藤公 2,000円

福祉 965 傾聴ボランティアグループなごみ
町内の福祉施設や病院、社協からの依頼による個人傾
聴のお宅などでの傾聴。福祉教育推進委員会の活動
や社協行事への協力、なごみサロンの開催等。

月2回木・金 - ～ - 町内各所 月額100円 1,200円

福祉 2484 テゾーロ サポートを必要とする世帯への学習支援 毎週木曜日 - ～ - 藤公 なし

福祉 3351 傾聴ボランティア　ダンボの会
町内の福祉施設を訪問し、傾聴を必要としている方の
話し相手の傾聴を必要としている方の元気＝心の健康
を推進する。

第４水曜日 930 ～ 12 町内各所 1,200円

福祉 3620 若葉サロン
認知症の方、介護家族が孤立しない為の居場所を作り
たい。情報交換、リフレッシュできる場の提供

第４火曜日 1 ～ 1 藤公・みよし台1区集会所 随時100円

くらし 4108 三芳九条の会

憲法を守び、守り、そして活かし、三芳町から発信してい
くことを目的とします。平和な世界を次の世代にバトン
タッチすることはもちろん、人権を守り、私たちの暮らし
に憲法を活かしていきます。

随時 14 ～ 1630 藤公 なし なし

料理 51 グループ花絆
三芳町在住70歳以上対象に年3～5回参加者をつのり
食事会等を開催する団体

随時 13 ～ 16 ふれあいセンター なし

料理 5084 男の料理ＡＢＣ 料理実習 月１回 10 ～ 13 保健センター、中公調理室 500円

料理 5123 おやつタイム和 お菓子つくり（和・洋）パン他 月１回水曜日 9 ～ 16 中公 1,500円

料理 5124 モンブラン
お菓子作りを通じて、仲間づくりを学び地域の発展のた
めに寄与する。

第３火曜日 9 ～ 15 中公 1,000円
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料理 5252 はなみずきグループ会
みよし野菜を基本とした安価で無理なく素早く味良く楽
しい料理実践で互いの知識を高め健康増進を図る

月１回 9 ～ 13 中公 500円

料理 5430 MOCA　CAFÉみよしお料理教室
三芳の野菜を使った料理を三芳町、ふじみ野市のお母
さんたちと作っています。

月１回 10 ～ 15 中公 1000円

健康 122 医療生協さいたま 組合員及び地域住民の健康づくりを中心に活動する。 第１土曜日 9 ～ 12 藤公 なし

健康 983 太極拳「鶴」
高齢でも社会の一員となれるように元気で楽しめる生
活ができることを目的とする。健康増進、転倒防止の為
の力をつける動きの練習をする。

毎週金曜日 10 ～ 1130 藤久保２区集会所・藤公 2,500円

健康 4904 藤久保パワーアップ
体操を通し足腰の筋力を強くし転倒防止をする。又皆と
楽しみ会員相互の親睦交流を図る

毎週金曜日 10 ～ 12 藤公 なし

ﾀﾞﾝｽ・体操 4 だんべる同志
ダンベル体操を通して、健康増進につながるよう、年齢
を重ねても明るく楽しく元気よくをモットーに長年続けて
います。

月2回金曜日 10 ～ 12 藤公 なし

ﾀﾞﾝｽ・体操 13 藤久保ダンスサークル
社交ダンスを通じて、近隣の住民と健康な体力をつけリ
ズムに合わせて楽しく学んでいます。

毎週金曜日 19 ～ 22 藤公 3,000円

ﾀﾞﾝｽ・体操 38 ダンスアラカルト ダンスの練習 月３回月曜日 18 ～ 21 藤公 7,000円

ﾀﾞﾝｽ・体操 80 タップダンサーズ
三芳町の文化発展と地域に人々の健康と文化交流。
タップダンスの基本練習と振付。

月3回土曜日 16 ～ 19 竹公 2,000円

ﾀﾞﾝｽ・体操 104 ダンシングコスモス
健康維持を目的に、また情報交換を交えながら、良い汗
を流しています。

月３回月曜日 10 ～ 12 藤公 前1,200円 後1,200円

ﾀﾞﾝｽ・体操 141 ＬＡＴＩＮＡ（ラティーナ） ラテンダンス。 第２，４日曜日 14 ～ 16 3公民館・3区集会所 5,200円

ﾀﾞﾝｽ・体操 189 ダンスサークル・フレール 親睦交流、健康増進、社交ダンス技術向上。 毎週木曜日 19 ～ 1 竹公 2,500円

ﾀﾞﾝｽ・体操 190 カップル・舞 社交ダンス普及・練習、会員との親睦。 月３回水曜日 18 ～ 22 竹公 なし

ﾀﾞﾝｽ・体操 207 フラミンゴ 社交ダンス　知識と教養又親睦を深める。 月曜日 13 ～ 16 藤公 3,000円

ﾀﾞﾝｽ・体操 211 新婦人ダンベル
ストレッチ、テレビ体操、ダンベル体操をDVD、ビデオを
見ながら行っています。

毎週木曜日 10 ～ 12 藤公 なし

ﾀﾞﾝｽ・体操 240 ストロベリーキッズ
キッズダンスサークル。楽しく練習することで子どもたち
の交流を深め、町のお祭りやこどもフェスティバルに参
加。

毎週金曜日 17 ～ 18 藤公 3,000円

ﾀﾞﾝｽ・体操 287 健美操
ストレッチやリズム体操を取り入れた健康体操を行って
います。

毎週火曜日 11 ～ 12 藤公 2300円
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ﾀﾞﾝｽ・体操 308 1・２・３ストレッチサークル
月2回木曜日、ストレッチ・トリム・柔軟体操等を行ってい
る。主として女性会員のみのサークルです。

月2回木曜日 10 ～ 12 竹公 2,000円

ﾀﾞﾝｽ・体操 323 アカシヤフラダンス フラダンスの練習 毎週水曜日 19 ～ 21 中公 2,000円

ﾀﾞﾝｽ・体操 459 サンフラワー
社交ダンスの基本を学び、美しく踊る事を目指していま
す。

毎週日曜日 10 ～ 12 ３公民館 2,500円

ﾀﾞﾝｽ・体操 966 プア・モアニ竹間沢 フラダンスの練習。地域のボランティア。 毎週金曜日 10 ～ 12 竹公 3,500円

ﾀﾞﾝｽ・体操 1438 三芳ダンスサークル ダンスを通じて健康と会話と若返りを目指しています。 月２回火曜日 9 ～ 11 中公他 2,500円

ﾀﾞﾝｽ・体操 2513 ジムキッズ 障害のある子どもたちへの運動体操、体づくり。 第２月曜日 18 ～ 20 竹公 なし

ﾀﾞﾝｽ・体操 2939 フラワーレイ フラダンス、町内ボランティア 月3回水曜日 14 ～ 16 中公 1600円

ﾀﾞﾝｽ・体操 3061 ケアロハみよし フラダンス。介護施設等へのボランティア。 月３回可用い 13 ～ 15 竹間沢・藤公 1,300円

ﾀﾞﾝｽ・体操 3176 レモン
社交ダンスの基礎を学び、体力をつけることを目的とし
ます。

月3回日曜日 10 ～ 12 ３公民館 1,000円

ﾀﾞﾝｽ・体操 3921 三芳・舞 社交ダンス普及・練習、会員の親睦。 毎週火曜日 9 ～ 12 竹公 250円

ﾀﾞﾝｽ・体操 4581 リフレッシュ体操
体操をし、健康の維持増進を図る。ストレッチ及び軽い
エアロビックス。

第２，４水曜日 9 ～ 12 ３公民館 500円 6,000

ﾀﾞﾝｽ・体操 5262 元気ダンス
ダンスを通じて、会員各自の健康維持の維持・増進を
図り、会員相互の親睦及び地域社会との関係を深め
て、「生活の質」を高める事に資する活動を目標とする。

月6回月・木 13 ～ 16 竹公・藤公 1,400円

ﾀﾞﾝｽ・体操 5581 ３Ｂコスモス
三芳町地域に仲間の輪を広げ、その仲間と共に健康を
考えまた楽しく集う。３B体操。

随時 19 ～ 21 中公 2,000 なし

ﾀﾞﾝｽ・体操 5789 みよしいもっこ体操 介護予防のため。いもっこ体操、脳トレ。 第２火曜日 9 ～ 12 藤公 なし

ダンス・体操 6546 みよし健康ヨガ
定期的にヨガをして、会員の健康増進をはかる。また、幅
広い世代の交流の場とする。

月２回月曜日 10時 ～ 12時 中公 1,000円

ダンス・体操 6566 　フォークダンスクラブ

埼玉県フォークダンス連盟の先生の御指によりＨ31年
3月7日に「フォークダンスグループ」の名称でサークル
活動として発足しました。活動は原則として毎週木曜日
です。世界各国の音楽に合わせてステップを踏みます。
自身の体調など無理なく、楽しく仲間と手をつないで進
めていくグループです。

毎週木曜日 1330 ～ 1530 藤公 1,000円
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武術 66 太極拳あかり　
太極拳を通して健康と親睦を目的とし気功・太極拳の
練習と向上のため文化祭に参加

毎週火曜日 13 ～ 16 藤公 2,000円

武術 259 本部御殿手（本部流空手）
琉球古武道を通して、楽しく汗をかき体力づくりを目標
に活動しています。気楽に見学体験してみませんか。

毎週日曜日 9 ～ 12 町内公民館 2,000円

ｽﾎﾟｰﾂ 44 三芳ドリームズ
小学生に野球の指導と礼儀、マナー等含めた健全育成
を行う。

随時 18 ～ 21 藤公 2,000円

ｽﾎﾟｰﾂ 76 富士見ボーイズ
野球を通して健全育成する。少年野球の技術の習得と
向上。

月1回土 19 ～ 21 藤公 6,000円

ｽﾎﾟｰﾂ 171
藤久保イエローイーグルス
サッカー少年団

少年の健全育成。少年サッカー 毎週土・日曜日 18 ～ 19 藤久保小学校 2,000円

ｽﾎﾟｰﾂ 195 青峰山岳会
登山活動を通じて自然に親しみ、会員相互の親睦を深
め、技術を磨く。

月２回 19 ～ 22 各地 500円

ｽﾎﾟｰﾂ 247 三芳町少年野球連盟 少年野球を通し青少年の健全育成。 随時 18 ～ 21 中公 3,000円

ｽﾎﾟｰﾂ 248 三芳ホープ 少年野球 月1回 18 ～ 20 中公

ｽﾎﾟｰﾂ 558 藤久保卓球クラブ
卓球サークル活動での交流。高齢者メンバーが多く、健
康卓球になっていている。

随時 15 ～ 17 藤公 2,000円

ｽﾎﾟｰﾂ 622 グランドゴルフ・健友会 グランドゴルフを月３回程度行っている。 月３回日曜日 13 ～ 15 500円 6000円

ｽﾎﾟｰﾂ 2961 三芳スカイヤーズ 少年野球 随時 8 ～ 17 町内小学校 3,000円

ｽﾎﾟｰﾂ 3510 スポーツ吹矢みよし中央
スポーツ吹矢を公民館・競技場で行い吹矢を通し、会
員の健康と親睦をはかる。

毎週水曜日 9～１２ ・ 13～16 公民館・体育館 500円

ｽﾎﾟｰﾂ 4649 三芳ドリームズ父母会
小学生に野球の指導と礼儀、マナー等含めた健全育成
を行うチームを支える父母会

随時 18 ～ 21
町内校庭
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ なし

ｽﾎﾟｰﾂ 4684 レッドサンズ 健康促進。ソフトﾎﾞｰﾙ。 随時 ～

ｽﾎﾟｰﾂ 5857 上富シャークス 少年野球 月１回 19 ～ 21 中公 3,000円

その他 19 ダイヤモンド
太極拳の練習により健康増進を図る。町民文化祭に参
加し、その普及を図る。

月２回土曜日 930 ～ 12 竹公 なし

その他 188 みよしパソコンクラブ
パソコンの学習が目的。ワード、エクセル、写真の加工
等ソコンの技術を学ぶ。

第２，４日曜日 10 ～ 12 竹公 1,000円

(月額)
低学年1,000円
高学年3,000円
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その他 224 カメラ三芳 カメラ技術の向上と会員相互の親睦を目的とする。 第３土曜日 13 ～ 16 藤公 2,000円

その他 228 三芳町ハイキングクラブ
「健康増進と体力づくり」そして「仲間づくり」登山から
ウォーキングまで幅広い活動

月2回 - ～ - その他 3,000円

その他 233 よつばの会
日本の民族衣装である着物に対しての知識や着付けを
学ぶ為。着付けと帯締めの練習。

決まりなし 10 ～ 12 竹公 なし

その他 237 アート藤久保（水墨画） 楽しみながら水墨画を学ぶ、親睦をはかる。 月２回 1230 ～ 16 藤公 2,000円 なし

その他 403 三芳カラオケ連盟ハートフル
カラオケを通して声を出すことで健康づくり。また地域の
方々との交流を大事にする。

決まりなし 18 ～ 20 藤公、竹公 300円

その他 2229 よさこい明日花
よさこい演舞を通じ会員相互の健康と親睦を図り、三芳
町の文化と生涯学習活動の一環としての地域に貢献
する事を目的とする。

月２～4 10 ～ 12 主に三芳町

その他 4312 男性ボランティアグループ三芳スケット
三芳町にお住まいの方で身体的又は経済的にお困りの
方にお手伝いをするボランティア団体・居住の手入れ、
大工作業、庭木剪定作業等

随時 930 ～ 12
依頼者
の指定
場所

1,200

その他 5082 ブルースカイ王国
食を通して子供たちと調理実習、もぎとりイベント、講演
会、勉強会など。

月1回 9 ～ 15 中公 随時徴収

その他 5395 頑靡會 よさこい。イベント参加、練習 随時 ～
竹小・唐小

藤公
2,000円

その他 5586 三芳マジック 町民とのコミニュケーション、マジック、バルーン、変面 月1回 19 ～ 21 三芳町 1,000円 なし

その他 5632 メンダコ
地域年代を問わずスポーツや食育を通じ、様々な人々
の交流

随時 藤公

＊個人情報保護のため連絡先などはこちらに記載していません。

　見学希望や詳細についてお問い合わせをしたい場合は、公民館にて連絡先をお知らせいたしますのでお申し出ください。

　お電話、ご来館（平日９時～１７時）で受け付けています。

　なお毎月第１月曜日、夏季・年末年始など特別休館のときはお受けできませんのでご了承ください。 ℡049-258-0690

℡049-258-0050

℡049-259-8311

藤久保公民館

中　央公民館

竹間沢公民館

月額1,500円
（子ども500

円）
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