
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

福祉 61 ギフト 障がいを持つ子どもへの余暇活動支援。 随時 10 ～ 12 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 10 ～ 15 藤久保公民館 1,500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、ゴミカレンダー。
小・中・高の点字教室。保健センター事業一覧の
点訳など。

月２回水曜日 14 ～ 16 町内 2,000円

福祉 95 点訳絵本「こぐまの会」 点訳絵本の製作 月２回水曜日 14 ～ 16 藤久保公民館 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
いる親達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る。

月２回木曜日 13 ～ 16 藤久保公民館 2,000円

福祉 128
三芳町朗読ボランティアの会「けや
き」

視覚障がい者の方に「広報」「議会だより」「社協
だより」等をＣＤに作成して郵送しています。また
対面朗読をして交流しています。

月１回 10 ～ 12 公民館 1,000円

福祉 143 三芳町聴覚障害者の会
聞こえづらくなった時に手話サロンにおいでくだ
さい。

毎週火曜日 10 ～ 12 藤久保公民館 2,000円

福祉 159 三芳町ボランティア連絡会
町内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
旅行等の活動

月１回 1330 ～ 1430 藤久保公民館 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時の付き添い等の活動を
通して、障がい者の自立を助け、福祉の推進を
図る。その為に、定例会、障がい者団体、個人へ
の支援・協力・町・県・社協等の事業への参加、協
力、学校の福祉教育への協力等を行う。

第４月曜日 13 ～ 15 藤久保公民館 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。定例会は月4～5回程度

月１０回 9 ～ 17
２区集会所
藤久保公民
館

1,000円

福祉 965 傾聴ボランティアグループなごみ
個人・施設の傾聴活動。、毎月定例のサロン開
催。社会福祉協議会主催のイベント参加。

月１回 1330 ～ 15 三芳町内 月額100円 1,200円

福祉 3351 傾聴ボランティア　ダンボの会
傾聴スキルの維持向上、傾聴スキルを活用した
地域活動

月1回水曜日 10 ～ 12

町内の特養
老健
障害者施設
デイサービス

1,000円

福祉 3620 若葉サロン
認知症の人や、介護家族の交流、情報交換の場
所つくり

第４火曜日 1300 ～ 1500 藤久保公民館 随時100円

時間
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福祉 4312
男性ボランティアグループ三芳ス
ケット

目的：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グ
ループ。内容：居住場所の手入れ（例：大工作業、
庭木の剪定、除草等）

随時 930 ～ 12
依頼者の
指定場所

1,200円

くらし 4108 三芳九条の会

憲法を学び、そしてそれを守り活かして、実現し
ていく活動。三芳町で活動することにより、町の
皆さんに憲法をより深く知ってもらい、戦争のな
い平和な世界を次世代に残していくこと。

随時 14 ～ 16 藤久保公民館 なし なし

料理 51 グループ花絆
７５才以上三芳町在住者対象に年に３～5回程ふ
れあいセンターに於いて会食会を、催していま
す。

随時 - ～ -
ふれあい
センター

なし

料理 77 くわの実会 手づくりの食事で楽しくすごす。 随時 11 ～ 1230

藤久保公民
館
北永井3区

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
中央公民館
調理室

500円

料理 5123 おやつタイム和 和・洋のお菓子やパン作りをし、皆で楽しむ。 月1回水曜日 9 ～ 16 中央公民館 1,500円

料理 5124 モンブラン
お菓子作りを通し、「食の安全・仲間作り」を学
び、個々の健康・知識を高め、会員相互の親睦と
三芳町の地域社会に還元することを目的とする。

第３火曜日 9 ～ 14 中央公民館 1,000円

料理 5252 はなみずき会
安価で無理なく・素早く・味よく・楽しい料理（調
理）実践での知識の高揚と健康増進。

月１回 930 ～ 12 中央公民館 １回500円

料理 5430 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 中央公民館 1,000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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