
活動内容 団体名 分類 活動時間 備考
パレットの会 サークル 第1・2・3・4 月 12:00～16:00

ほおずきの会 サークル 第2・4 金 13:00～16:00

みずえの会 サークル 第2・4 水    9:00～12:30

油彩画 イーゼルの会 サークル 第2・4 木    9:30～12:30

翠香会 サークル 第1・3 水 18:30～21:00

宮古かな書道教室 サークル 第2・4 火 12:00～14:00

宮古現代俳句会 文化協会 第２ 金 13:00～16:00

くろしお俳句会 サークル 第３ 金 18:30～20:30

川　柳 宮古川柳会 サークル 第2 日 12:00～16:00 山口利用あり

五行歌 五行歌会宮古 サークル 第2 土 13:00～16:00
手芸/パッチワーク 花とコットンの会 サークル 毎週 火    9:30～15:00

和　裁 和の会 サークル 毎週 木    9:30～15:00

手編みサークル愛夢あむ サークル 第1・3 木 13:00～16:00

ハンドニットクラブ サークル 第1・3 月 10:00～12:00

OYAJIコーラス サークル 毎週 火    9:30～12:30

イーハトーヴシンガーズ サークル 月２回 土  18:30～21:00

ブリランテ サークル 毎週 金  12:30～15:30

童謡を歌う会 サークル 第1・3 金    9:30～12:00

みどりの風キッズ 青少年 第2・3・4 日    9:30～12:00

コーラス 宮古女声コーラス サークル 毎週 木 10:00～12:00

オカリナ オカリナの会 サークル 第1・3 土 13:00～15:30

三味線 みやこ三絃会 サークル 第1・3 火 19:00～21:00 千徳でも活動

アコースティック アコースティック同好会 サークル 毎週 水 18:30～21:00

ウクレレ ハピレレ　みやこ サークル 毎週 火 18:30～21:00

第1・2 13:00～15:00

第３ 10:30～12:30

ダンスファンクラブ サークル 毎週 日  13:00～17:00

マーリエ・ラニカイ・ハナレイ サークル 毎週 木    9:30～12:30

マーリエ・ラニカイ・ポリフア サークル 毎週 土    9:30～12:30

毎週 木 18:30～20:30

月１回 日 10:00～12:00

ダンス M、D、S（メッカ・ダンス・スクール） 青少年 毎週 月  19:00～21:00

ベリーダンス シャットリアス サークル 第４ 日 10:00～13:00

朋友会 サークル 毎週 水  13:00～16:00

活心流 サークル 毎週 水  18:00～20:00

ヨガサークル サークル 毎週 月  10:00～12:00

ヨガサークル　あひんさー サークル 第2・４ 日  14:00～15:30

朗読 朗読サークルひびき サークル 第2・4 木  18:30～20:30

音読 音読の会 サークル 第2 日    9:00～11:00

手話 宮古手話サークル「希望」 サークル 毎週 金 17:00～21:00
コミュニケーション支援 コミュニケーション教室 サークル 第２・４ 金 12:30～16:00
高齢者の体操教室 火曜会 サークル 第3・4・5 火 13:00～15:30

認知症予防など うたごえ喫茶ポコポコ サークル 第1・3 月 13:00～15:00

パソコンクラブ サークル 第1・3 火 13:30～16:30

PCズ サークル 第1・3 火 19:00～21:00

文学書等輪読会 宮古読書会 サークル 第3 日 13:00～16:00
第１・３・５ 12:00～16:00

第２・４ 12:30～16:00

宮古将棋クラブ サークル 毎週 土 12:00～16:00

宮古令和将棋クラブ サークル 毎週 日 12:00～16:00

英会話 英会話サークル サークル 毎週 金 19:00～20:30
美術・芸術・クラフト製作等 iroiro数楽会 サークル 毎週 木 17:３0～21:00

絵手紙・小物 新日本婦人の会宮古支部　絵手紙・小物づくりサークル 婦人関係 第１ 日 13:00～15:30 ※婦人会に入会が必要

演劇練習 みやこ市民劇ファクトリー サークル 毎週 木 18:30～21:00

傾聴 宮古地域傾聴ボランティア・支え愛 社会福祉 第２ 日 　9:00～12:00

俳　句
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クラシックバレエ クラシックバレエサークル サークル 16:00～21:00
茶道稽古と市民への抹茶奉仕活動 きずな会 サークル
ヴァイオリン(ヴィオラ、チェロ) 弦楽合奏団アーリエ サークル
日本舞踊・新舞踊 葵の会 文化協会
踊り teamきざはし 青少年 山口利用あり

弦楽合奏 宮古ジュニア弦楽合奏団・宮古弦楽合奏団 青少年・文化協会

吹奏楽 宮古吹奏楽団 文化協会
合唱 女声合唱団コールふじ 文化協会

活動内容 団体名 分類 活動時間 備考
短歌 短歌クラブ 社大クラブ 第３ 水   10:00～12:00

※社会経験者大学
に入学が必要
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