
【音楽】 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

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

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
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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

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

（月額）
一般3,000円
学生2,000円
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