
令和3年度団体・サークル一覧 令和3年6月末現在

分野 利用者番号 団体名 活動内容 主な活動日 主な会場 月額 年額

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 竹間沢公民館 4,000円

音楽 10 混声合唱団「響」

合唱活動を通じ地域文化の振興発展に寄与し、
団及び団員相互の技術向上と併せて相互の親
睦を図ることを目的とする。町文化祭、合唱祭に
参加し、定期演奏会を開催する。

毎週金or土曜日 19 ～ 22 ３公民館 3,500円

音楽 75 大正琴友の会 大正琴のけいこ 第１，３水曜日 13 ～ 15 藤久保公民館 なし

音楽 78
ジョイフルサウンズジャズオーケスト
ラ

楽器演奏を通してメンバー同士の交流を深め
る。また、地域依頼演奏等での地域活性化。

随時 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（障がい児・者）の音楽
グループ活動（音楽療法）

月１回 13 ～ 17 藤久保公民館 なし

音楽 184 童謡の会コール・コピス
合唱活動を通じて地域文化の振興発展に寄与
し、会員各自の技術向上に併せて相互の親睦を
図ることを目的とする。

月２回土曜日 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。

月２回火曜日 13 ～ 15
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 246 フルーモス
歌を通じていろいろな地域の皆様と親睦を深め
ています。（イベント、ボランティア）

月２～４回金曜日 14 ～ 16
2市1町
川越近郊

500円

音楽 304 アイリス
大正琴の練習・演奏を通じて豊かな情操を養う。
日本の伝統芸能の普及に寄与する。

随時 10 ～ 12 藤久保公民館 0 2,000円

音楽 358 フルートサークル　フルール
フルート演奏を楽しみ、ボランティア等、文化祭等
で活動し、サークルの存在を広める。

第２，４木曜日 9 ～ 17 竹間沢公民館 2,500円

時間
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令和3年度団体・サークル一覧 令和3年6月末現在

分野 利用者番号 団体名 活動内容 主な活動日 主な会場 月額 年額時間

音楽 634 ちゅらん
女性ボーカル5名でJPOP、ミュージカル、合唱
曲等を練習し、町の合唱祭に参加し町の行事に
協力する。

毎週火曜日 10 ～ 12
中央公民館
竹間沢公民
館

3,500円

音楽 755 コール・カント
発声法及びイタリア・日本歌曲の修得。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） 演奏技術の探求、向上 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 10 ～ 12 竹間沢公民館 2,000円

音楽 2082 プア　カーネーション
楽器を弾きながら、音楽を楽しみ、また、ボラン
ティアで皆さんと一緒に歌ったりすることや文化
祭で、発表することです。

月２回水曜日 13 ～ 17 藤久保公民館 なし

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はかり、地
域社会との交流をはかることを目的とする。

第１，２，３木曜日 10 ～ 12 三芳町・富士見市 なし

音楽 2674 歌ごえみよし 歌を通じて、地域還元 第４月曜日 9 ～ 13 藤久保公民館 2,400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 竹間沢公民館 なし

音楽 3816 ウクレレ　フラワーズ
音楽を通じて皆さんとのコミュニケーションをは
かり、認知症予防のため文化祭等で皆様に楽し
んでいただけるようにがんばってます。

月２回水曜日 10 ～ 12 藤久保公民館 なし

音楽 3819 タ・フ・ワ・フ・ワイ ハワイアンバンド演奏 月２回木曜日 18 ～ 2130 藤久保公民館 なし

音楽 5191 フルートアンサンブルみよし

フルートの演奏技術向上及び音楽知識の習得、
地域社会に優れた音楽を普及させ、会員相互の
親睦及び教養を身に付ける。フルートアンサンブ
ルを通して近隣地域に活動する。

月２回木曜日 18 ～ 22 中央公民館 2,000円
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令和3年度団体・サークル一覧 令和3年6月末現在

分野 利用者番号 団体名 活動内容 主な活動日 主な会場 月額 年額時間

音楽 5783 三芳ウインドオーケストラ
演奏会を行うことによって、地域の活動の活性化
をはかり、団員もお客様も笑顔になれるような音
楽を提供します。

日曜日 18 ～ 22 中央公民館

一般
3,000円

学生
2,000円

音楽 6277 ドレミファクラブ
ピアノの技術向上、音楽での交流をしながら、他
団体との連携、文化的行事への参加、地域貢献
的な活動を目指す。

随時 12 ～ 17 三芳町内

音楽 6671 Meteor
地域の方々に演奏を届ける。そのための練習を
する。

随時 ～ 三芳町近郊

カラオケ 1 カラオケひまわりグループ
同じ趣味を共有してカラオケのことを考える。始
まる前に体温を計る。公民館の消毒液で消毒し、
マスク、手袋をつける。

月２回水曜日 13 ～ 15 藤久保公民館 2,500円

カラオケ 53 カラオケ愛好会
会員の相互の親睦を深め、福祉行政に協力し町
民文化祭に参加。発声練習や複式呼吸は健康増
進につながります。

第１，３金曜日 13 ～ 16 中央公民館 1,000円

カラオケ 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
文化祭の運営・企画への参加。町内交流イベント
の参加、特別養護老人施設や福祉施設等のボラ
ンティア活動。三芳町文化交流への参加。

月２回月曜日 17 ～ 19 三芳町内 500円

カラオケ 403 三芳カラオケ連盟ハートフル カラオケで声を出し、健康づくり 決まりなし 17 ～ 20
藤久保公民館
竹間沢公民館 300円

カラオケ 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、
会員の健康増進に努めることをモットーとする。

第２，４月曜日 14 ～ 16 ３公民館 200円

＊個人情報保護のため連絡先などは記載していません。

　見学希望や詳細について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。

　（現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のために活動を中止している団体もあります。）

中　央公民館

藤久保公民館

竹間沢公民館 ℡049-259-8311

℡049-258-0690

℡049-258-0050
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