№

団体名

団体の紹介

メンバー
募集
(条件、会費)

福祉施設、学校、保育所などでオカリナの演奏をして
1 オカリナボランティアサークル「ポピー」 います。毎年12月23日にクリスマスコンサートを行っ
ています。

×

(1)依頼に応じて随時
(2)毎月第1水曜日
9:00～12:00
毎月第2～4水曜日
13:00～16:00

(1)相談のうえ決定
(2)北公民館,瑞沼市民セン
ター

(1)依頼に応じて随時
(2)月曜日・火曜日

(1)相談のうえ決定
(2)瑞沼市民センター

(1)依頼に応じて随時
(2)毎月第1・3金曜日
10:00～12:00

(1)相談のうえ決定
(2)東和東地区文化セン
ターなど

(1)依頼に応じて随時
(2)毎月第2・4金曜日
14:00～16:30

(1)相談のうえ決定
(2)北公民館

×

(1)依頼に応じて随時

(1)相談のうえ決定

○

(1)依頼に応じて随時
(1)相談のうえ決定
(2)土曜日10:00～12:00 (2)コミュニティセンターなど

2 ハーモニカ・マルテリードクラブみさと

ハーモニカの演奏の向上と福祉施設へのボランティア
を行っています。

×

3 新大正琴愛好会

大正琴の学習をして年一度定期演奏会、ミニコン
サート、ボランティア演奏などと目標を持ち、大正琴の
技術向上に励み、会員の親睦を深め、いきがいを
持って楽しく活動しています。

○

4 大正琴三郷神谷教室

大正琴を通して地域の人々との交流を図ります。

5 MYU（ミュー）

大正琴を演奏するグループです。

6 ヨサコイソーラン真来寿（マックス）

私たち高齢者の体力づくりと仲間の輪、そして社会貢
献をするため活動をしています。（踊りの披露など）

7 フラサークル「ティアレ」

早稲田第二地区民生委員の希望者でフラダンスの練
習と会員相互の親睦融和を目的としています。

8 人形劇サークル「ぽぺっと」

人形劇公演、読み聞かせなどを行っています。

活動日時・場所
(1)活動 (2)定例会

月2,500円

○
月3,000円

月1,000円

○
(早稲田第二民生委員）

月2，000円

×

(1)随時
(1)相談のうえ決定
(2)第一、第二、第四木曜日
(2)行人橋会館

(1)依頼に応じて随時

(1)相談のうえ決定

9 人形劇サークル「みさとんぼ」

人形劇、パネルシアター、絵巻、紙芝居、手遊びなど
を行います。

10 おはなしの会「ひまわり」

おはなし会を通して読書への興味・関心をもってもらう
ことを目的としています。

×

11 わくわく紙芝居“赤とんぼ”

紙芝居の上演を専門としています。

○

12 音訳ボランティア「こだま」

「広報みさと」「社協だより」「市議会だより」などの音訳
をしています。

13 ガイドヘルプ三郷

視覚障がい者の外出を支援しています。

14 三郷点字サークル「ウィズ」

視覚障がい者と晴眼者が点字を習得し、交流を図
る。

年2,000円

15 三郷フレンズHAND in HAND

障がいのある人たちの地域活動の支援などを行って
います。（スポーツ活動など）

月1,000円

16 スマイルコレクション

障がい児者を対象に親同士の情報共有と養育を目
的とした団体です。

聴覚障がい者との交流を通じて手話を学び、障がい
三郷市手話サークル「さくら草」
者理解を深める。地域への手話の啓発等ろうあ運動
17 http://sky.geocities.jp/sakuraso を通して社会福祉の向上を図ることを目的とする。
_misato/
※三郷市聴覚障害者の会と連携して活動しています。

○
月500円

月300円

○
年500円

○
年500円

○

○

(1)依頼に応じて随時
(2)月2回程度 火曜日
13:30～17:00

(1)月2～3回（不定期）
(2)毎月第1月曜日
午後
(1)依頼に応じて随時
(2)毎月第3水曜日
13:00～16:00

(1)相談のうえ決定
(2)瑞沼市民センター
(1)三郷市健康福祉会館5
階会議室など
(2)三郷市健康福祉会館ボ
ランティアルーム

(1)依頼に応じて随時
(2)毎月第4水曜日
(8月、12月除く)

(1)依頼のあった行先
(2)三郷市健康福祉会館ボ
ランティアルーム

毎月第1月曜日
13:00～15:00

瑞沼市民センター

(1)毎週火曜日
19:30～21:00ほか

(1)瑞穂中学校体育館ほか

○

年2,400円
市内在住・在勤

北部図書館、瑞沼市民セン
ターなど

(1)広報発行後
毎月2日間
(2)毎月第1月曜日

(障がいをお持ちのか (1)随時
た、またはその家族）

○

(1)相談のうえ決定
(2)コミュニティセンター

毎週水曜日
10:00～12:00
毎週金曜日
19:00～21:00

(1)市内各所

瑞沼市民センター

18 三郷市聴覚障害者の会

(社)埼玉県聴覚障害者協会と連携し、三郷市に居住
○
する聴覚障がい者の福祉の増進と、生活・文化の向
年2,000円(単身) ※三郷市手話サークル「さ ※三郷市手話サークル「さく
上を目指し、聴覚障がい問題の解決と関係者・市民
2,500円(夫婦)
くら草」と同じ
ら草」と同じ
の連帯、交流に関する様々な活動を行っています。
埼玉県聴覚障害者
協会の会員
※三郷市手話サークル「さくら草」と連携して活動しています。

手話の学習、研究を行い、聴覚障がい者と健聴者と
19 三郷手話サークル「シードラゴン」 の交流を深め、さらに一般社会に手話を広め、ろうあ
問題を通し、社会福祉向上を図ることを目的とする。

20 三郷あしたばの会

21

地域で共に生きる ナノ
http://nanojp.jimdo.com/

社会福祉協議会事業(高齢者を対象としたふれあい
電話事業など)のお手伝いなどを行う団体です。
障がいを持っても、年をとっても、人とふれあい、支え
あい、ともに参加し、社会と関わりをもつことを目的とし
て活動を続けている団体です。（埼玉県委託高次脳
機能障害ピアカウンセリング事業、地域交流のカフェ
運営、ダンスの披露など）

○
年3,000円

○

○
年3,000円

毎週金曜日
19:00～21:00

(1)毎週火曜日(シフト)
9:30～12:30
(2)毎月第4火曜日
13:30～15:00

東和東地区文化センター

(1)(2)
三郷市健康福祉会館ボラン
ティアルーム

(1)月～金曜日
11:00～17：00
(2)随時

カフェMILCほか
(戸ヶ崎2-374)

(1)介護老人保健施設「三
郷ケアセンター」、におどり公
園、特別養護老人ホーム
「しいの木の郷」
(2)メンバー個人宅

22 そよかぜグループ

循環型社会へ向けて、環境美化で“住みよい街づく
り”を目的とし、施設の環境美化(敷地内除草、花壇の
手入れ管理)、公園のプランター維持管理、行事の協
力などをしています。

×

(1)第2日曜日
(2)第4日曜日

23 さんの会

地域にある福祉施設で介護のお手伝いなどをしてい
ます。

×

毎月第2・4木曜日、金曜
介護老人保健施設「三郷ケ
のうち１回
アセンター」
13:00～

24 サークル若草

障がい者とボランティアの交流のもとに障がい機能低
下を防ぎ、維持・増進を図るべく主に活動しています。
(軽体操、月1回の調理・食事会、環境美化活動など)

○

毎週火曜日(月4回、夏・
年末年始休みあり)
9:00～14:30

年500円

やすらぎ荘

ボーイスカウト三郷第一団
25
http://bsm1.seesaa.net/

26 ボーイスカウト三郷第二団

三郷市南部を中心に活動する青少年育成運動、
ボーイスカウトです。「チームワーク」と「自立心」をテー
マに、年間を通じて、自然体験活動を中心として青少
年に様々な活動の提供を行っています。
青少年健全育成を目的に野外活動を主に、青少年
が立派な社会人になるように指導し、募金活動や清
掃活動を行っています。

○
年27,000円

○
(小学1年生から）

月2回程度 土日

市内各所

依頼、活動に応じて随時

市内各所

(1)桜並木管理
(2)遊びの楽校
(3)毎月第二土曜日
18：00～20：00

(1)(2)相談のうえ決定
(3)瑞沼市民センター

月2,000円

27 三郷明るい社会づくりの会

二郷半用水沿いの防虫・草刈りなど、樹木の保全活
動を行っている団体です。

28 三郷市コミュニティ協議会

当協議会は「自治と連帯」の新しい時代にふさわしい
コミュニティづくりを、市民運動として全市的かつ総合
○
随時
的に展開することにより、市民の幸せを目指し、心の 目的に賛同する団体
触れ合う活力のある住みよい地域社会を建設するこ
とを目的とした団体である。

市内および近隣在住外国人が、生活に必要な日本
29 三郷市国際交流協会日本語教室 語能力を習得できるよう学習の場を設け支援していま
す。

30 三郷の川をきれいにする会

第二大場川や花などの清掃活動や環境啓発を行っ
ている団体です。

○
年1，000円

○

○
年1，000円

コミュニティセンターなど

(1)➊毎月第1・3火曜日
❷毎月第1～4金曜日
(1)❶高州地区文化センター
(2)毎月第5金曜日
❷北公民館
（第5金曜日がない場合
(2)北公民館講座室など
は別日）
❶❷ともに19:00～20:45
(1)毎月第3土曜日
9:30～
(2)随時

(1)第二大場川
(2)ピアラシティ交流センター

