
22-9637 43-0154 45-9122 59-2291 46-0130 52-1110

伊勢型紙 伊勢型紙サークル 囲碁 阿山囲碁クラブ オカリナ オカリナサークル　トトロ 生花 生花サークル 裏千家茶道 二葉会 編物 青苑会

演劇 劇団上野市民劇場 カラオケ カラオケサークルさんさんあやま カラオケ いがまちカラオケ愛好千寿会 囲碁 島ヶ原囲碁クラブ 華道 下阿波華道クラブ 伊勢型紙 伊勢型紙

絵画 上野美術クラブ コーラス 女声コーラス　ジョリ・ファム 生花 生け花 絵手紙 絵手紙サークル　虹 着付 更紗の会 歌 うたう青い鳥

ラクガキクラブ 茶道 茶の湯教室　く会れ竹 囲碁 いがまち囲碁同好会 オカリナ オカリナ教室 着付教室 園芸 青山園芸クラブ

菊 三重菊花芸術協会 詩吟 詩吟サークル お茶 くつろぎの煎茶 押し花 押し花教室 コーラス コーラス木の実 演奏・ダンス ブルーエコー

切手収集 伊賀上野郵趣会 写真 フォトサークル 和楽 カラオケ 島ヶ原カラオケ愛好会 詩吟 詩吟愛好会 音頭 江州音頭伊賀青山会

コーラス 女声合唱団コール・フラウミント 書道 書道サークル 気功 気功教室 コーラス 島ヶ原グリーンコーラス 手芸 布あそび 歌謡 青山歌謡愛好会

上野合唱団 墨絵 墨絵サークル「昼の部」 コーラス コーラス「ユー」 詩吟 詩吟クラブ 書道 書道教室 ヒビキ会

さつき 伊賀さつき会 墨絵サークル「夜の部」 シルバー混声コーラス 写真 写真クラブ 造形・絵画 アトリエはるか カサブランカ倶楽部

サボテン 伊賀カクタスクラブ ちぎり絵 和紙ちぎり絵サークル 詩吟 真山流吟詠会伊賀教室 習字 書道クラブ 大正琴 カトレヤ教室 詩吟 青山吟詩会

山野草 伊賀上野山草会 日本舞踊 花柳栄美女会 書道 いがまち書道サークル 大正琴 大正琴愛好会 陶芸 芽ぶき会 詩吟扇舞 清流吟詩舞会

詩吟 詩吟同好会 ハーモニカ あやまハーモニカサークル友の会 水墨画 水墨画サークル ダンス カントリーダンス トールペイント ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄｻｰｸﾙ　ｱﾝﾃﾞｨ 写真 青山フォトクラブ

尺八 上野尺八同好会 俳句 赤松俳句会 川柳 いがぐり川柳会 ハーモニカ ハーモニカグループ　風 日本舞踊 花柳栄美女会 三味線 三味っこクラブ

習字 習字教室サークル パソコン パソコンサークル 蕎麦打ち 食物かがやきサークル 俳句 むかご句会 日本舞踊同好会 水墨画 みなづき会

スケッチ スケッチ教室 パッチワーク ﾊﾟｯﾁﾜｰｸｻｰｸﾙ　ﾛｸﾞｷｬﾋﾞﾝ 体操 リズム体操 バンド ふれあいバンド 俳句 くれは句会 大正琴 青山わかば教室

陶芸 上野陶芸同好会 パッチワークサークルひよこ ほっとたいむ マジック まじまじマジック島ヶ原 舞踊 舞踊教室 腰山コスモス

盆栽 白鳳盆友会 民謡 民謡サークル ３B体操 民謡 島ヶ原民謡愛好会 やまゆり会 高尾琴修会

マジック 上野マジック友の会 洋画 洋画サークル 体操タイム 伝統音楽教室 民謡 民謡和の会 霧生忘れな草教室

民踊 上野民踊若葉会 レザークラフト レザークラフトサークル 短歌 短歌　紅あしび 民謡やよい会 琴修会種生教室

民謡やよい会 和太鼓 阿山和太鼓保存会　阿山あかまつ太鼓 人形劇 人形劇「くりっこ」 和太鼓 大山田くれは太鼓保存会 老川さつき会

社交ダンス 伊賀スポーツダンスクラブ 勉強会 あやま歴史探訪サークル 俳句 山繭俳句会 勉強会 大山田「芭蕉」勉強会 短歌 蒼穹三重

スポーツダンス 上野シティーダンス 伊賀俳壇 大山田ふるさと音頭保存伝承会 陶芸 陶炎会

フォークダンス フォークダンス・グレース パッチワーク パッチワーク「すー」 俳句 青葉俳句会

料理 伊賀料理クラブ ピアノ ピアノをひこう ビデオ 青山ビデオリポートクラブ

ひょうたん 伊賀ひょうたんサークル 扇舞 青山扇舞会

フラダンス イガ・フラ・サークル 舞踊 ささゆり舞踊会

盆栽 柘植盆友会 千草会

伊賀盆栽会 鶴乃会

舞踊 日本舞踊　柳栄会 千福会

マジック いがまちマジック・玉簾教室 五十鈴の会

マンドリン マンドリンクラブ「たんぽぽ」 民舞 庄扇会　青山教室

民舞 民舞　松栄会 民謡 きさらぎ教室

謡曲 やまなみ謡曲サークル 霧生民謡喜楽会

和太鼓 都美恵太鼓 吉泉会

勉強会 いがまち郷土史研究会

ふるさとサークル

文学研究会

いがまちふるさと音頭保存会

24-3999 23-5236 23-9779 21-3346 21-1830 21-3259 21-3246

生花 生花を楽しむ会 歌謡舞踊 豊扇会 生花 嵯峨御流上野司所 囲碁 小田町囲碁教室 囲碁 囲碁クラブ 生花 花之木生花教室 園芸 短菊教室

いけばな愛好会 芳華会 囲碁 囲碁サークル 伊勢型紙 伊勢型紙教室 絵手紙 絵手紙クラブ カラオケ 花之木カラオケクラブ 菊花教室

囲碁 師友会囲碁部 詩吟 鴻陽会上野連合吟詩会 押し花 押し花サークル 絵手紙 絵手紙教室 カラオケ カラオケクラブ 菊作り 四季の想いの会 華道 華道教室

囲碁研修会 詩吟・詩舞 愛扇会 絵画 絵画教室 カラオケ 小田音楽教室 将棋 将棋クラブ 写真 はなのきフォトクラブ カラオケ カラオケ教室

カラオケ ひまわり 写真 日写連 コーラス コール・フラウミント 茶道 茶道教室 水墨画 水墨画教室 新舞踊 花之木みどり会 コーラス 唄おう会

ＫＭ心響の会 手芸 アートフラワー 将棋 日本将棋連盟伊賀支部 詩吟 ひばり詩吟教室 体操 ３Ｂ体操教室 水墨画 花之木水墨画教室 手芸 手芸教室

空手 空手教室 押し花教室 書道 平城会 啓廸白鳳月曜教室 ちぎり絵 ちぎり絵クラブ 大正琴 大正琴ＡＯクラブ 大正琴 大正琴　ききょう

コーラス コールぴゅあ 太極拳 太極拳 水墨画 西部水墨画 啓廸白鳳土曜教室 パソコン ふれあいパソコン 大正琴つくし 大正琴　すずらん

コーラス（パラット） 大正琴 音夢の会 声楽 Ｖｏｃａｌ　Ｅｎｅｓｅｍｂｌｅ　Ｓｗｅｅｔ 啓廸白鳳初心者教室 体操 花之木健康体操クラブ 体操 健康体操教室

コールこんぺいとう 体操 ３Ｂ体操 染物 草木染教室 自彊術 自彊術教室 竹籠作り 竹籠会 ちぎり絵 ちぎり絵教室

詩吟 華州会 ストレッチクラブ 体操 ３Ｂ体操 書道 書道教室 陶芸、茶会 花之木陶芸教室 陶芸 陶芸教室

浪速岳風会 陶芸 青葉会 軽体操くの一 大正琴 大正琴　やよい会 グラウンドゴルフ 花之木グラウンドゴルフクラブ 俳句 椎の実句会

明吟会 俳句 八重椿会 ゆったりさんび 大正琴　すみれ会 ゲートボール 花之木ゲートボール愛好会 やまびこ句会

写真 写友「わかば」 桑の実会 自力整体 俳句 俳句教室　さわらび句会 ゴルフ 花之木ゴルフクラブ パッチワーク パッチワーク教室

手芸 キャンディ パソコン パソコン教室 さわやかさんび パソコン 小田パソコン教室 バレーボール はなのきママさんバレーボール 舞踊 喜踊ささゆりの会

押し花 民舞 楽踊会 社交ダンス キララ社交ダンス 民謡 小田民謡教室 勉強会 大内郷土史会 ゲートボール ゲートボールクラブ

師友会手芸部 ヨガ体操 ヨガ同好会 ソフィアダンス レザークラフト レザークラフト教室 花之木の歴史を考える会 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ

つまみ絵教室 和琴 梅調会 ダンス 白鳳ダンスクラブ ソフトボール ソフトボールクラブ

緑南パッチワーク 勉強会 断酒会 水曜ダンスクラブ 卓球 卓球教室

さくらクラブ カトレア バレーボール バレーボールクラブ

将棋 将棋 ふれあいダンスクラブ ランニング 走ろう会

水墨画 水墨画教室 紫陽花ダンスクラブ

大正琴 音夢の会 ちぎり絵 ちぎり絵教室

葉月会 日本舞踊 花柳栄美女

笹百合 俳画 俳画サークル

なかよし会 俳句 山繭上野句会

はなみず木 年輪伊賀句会

体操 ３Ｂ体操 煌星俳句会

ストレッチ 金曜句会

健康体操 年輪俳句会

短歌 マダン短歌会 パッチワーク キルトサークルモナミ

短歌サークル フォークギター 伊賀うたう会

ダンス みどり社交ダンス 邦楽 音絲会

東部ダンスクラブ 岱位山会

ミヤマダンス 伊賀三曲会

エアロ マジック 伊賀マジック倶楽部

俳句 白鳳句会 洋画 紫友会

武道 格闘技 謡曲 伊賀謳楽会

武道 ＢＵＤＯクラブ 謡 白宝会

フラダンス レフア 育児サークル ぴよぴよサークル

文化箏 ゆりいろ会 育児サークルつくしんぼ

民謡 京政会 勉強会 伊賀暮らしの文化探検隊

木工 ウッドクラフト 伊賀上野まちづくり市民会議

阿山公民館 青山公民館大山田公民館島ヶ原公民館いがまち公民館

久米公民館 花之木公民館 長田公民館上野東部公民館 上野南部公民館 上野西部公民館 小田公民館

中央公民館

各地区公民館・分館サークル一覧



伊賀九条の会

21-3340 21-3331 24-5201 23-3027 21-3239 21-3534 21-3533

生花 新居公民館いけばな教室 生花 三田生花教室（嵯峨御流） 囲碁 囲碁クラブ 油絵 らくがきクラブ 囲碁 囲碁教室 囲碁 友生囲碁会 囲碁 囲碁教室

生花教室松風会 囲碁 三田囲碁教室 ちぎり絵 ちぎり絵教室 生花 生花教室 音楽療法 中瀬うたおう会 伊勢型紙 あすなろ会 絵手紙 絵手紙教室

囲碁 新居囲碁クラブ カラオケ 三田カラオケ教室　木の実会 パソコン パソコン教室 英会話 英会話教室 ガーデニング ガーデニング教室 手芸 手芸教室 カラオケ カラオケ教室

歌 うたおう会くれは コーラス 三田コーラス 民謡 民謡教室 絵手紙 絵手紙同好会 カラオケ カラオケ教室 大正琴 友生まどか会 コーラス まないコーラス

絵手紙 絵手紙ゆめ倶楽部 詩吟 三田詩吟教室 寄せ植え 寄せ植え教室 影絵 影絵組　たこの足 写真 写真教室 友生琴修会 詩吟 鴻陽会

歌謡民踊 美扇会 手芸 三田手芸教室　糸と針の会 料理 お父さんの料理教室 カラオケ ききょうの会 大正琴 大正琴教室（老人クラブ） 体操 友生健康体操教室 手芸 手芸教室

カラオケ 東高倉カラオケ愛好会 大正琴 大正琴三田Ａ教室　琴美豊会 にんじんクラブ 詩吟 詩吟教室 大正琴教室（エリーゼ） 短歌 木代短歌会 将棋 将棋教室

東高倉老人会カラオケ教室 大正琴三田Ｂ教室（邦楽）琴美豊会 自力整体 自力整体 大正琴 さくら会 陶芸 陶芸教室 パッチワーク パッチワーク教室 書道 睦会

西高倉カラオケ教室 ちぎり絵 三田ちぎり絵教室　おたのしみ会 グラウウドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 短歌 さわらび会 俳句 俳句教室 民謡 友生民謡教室 大正琴 フレンドリー

着付 きもの着付教室 ハーモニカ 三田ハーモニカ教室 俳句 山麓会 民謡 民謡教室 料理 友生健康料理教室 みのり会

茶道 茶道教室 俳句 三田俳句教室　三田句会 体操 さわやか体操 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ教室 親友会

詩吟 高旗詩吟会 舞踊 三田舞踊教室　三紫会 ３Ｂ体操・太極拳等 府中スポーツクラブ ゲートボール ゲートボール教室（中瀬ゲートボール連合会） スイートピー

社交ダンス 新居ダンス教室 民謡 三田民謡教室　ふじ智会 グラウウンドゴルフ グラウンドゴルフ同好会 ゴルフ シニアゴルフ教室 俳句 猪田句会

高旗ダンスクラブ ヨガ 三田ヨガ教室 ゲートボール ゲートボール同好会 卓球 卓球教室 ハンドベル エプロンリンガーズ

カトレア 体操 三田３Ｂ体操教室

太鼓・民謡 民謡ふじ智会 グラウンドゴルフ 三田グラウンドゴルフ同好会

大正琴 大正琴高倉Ａ教室 ゲートボール 三田ゲートボール愛好会

大正琴高倉C教室 バレーボール 三田バレーボールサークル

体操 新居健康表現体操

ＷＡＩＷＡＩ　３Ｂファミリー

ちぎり絵 ちぎり絵教室

ハーモニカ 高倉ハーモニカ教室

俳句 新居句会

和太鼓 岩倉峡太鼓

よさこいダンス ダンス　ＴＯ　夢

チビッコよさこい 青新組

バレーボール 高旗バレー

フットサル 新居フットボールクラブ

英語育児サークル Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｆｉｓｈ－Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

37-0025 37-0029 38-1300 39-0001 39-0002 21-7055 36-0671

囲碁 囲碁の会 生花 生花教室 囲碁 神朝囲碁同好会 囲碁 囲碁教室 生花 花垣生花教室「福寿会」 囲碁 囲碁教室 カラオケ カラオケ部

ウォーキング ドレミファウォーキング カラオケ 摺見朗笑クラブ　カラオケ部会 体操 健康体操教室 カラオケ カラオケ教室 囲碁 花垣囲碁教室 伊勢型紙 伊勢型紙サークル コーラス コーラス部　そよかぜ

花卉（かき） いなこ花咲草会 祇園踊 比自岐祇園保存会 詩吟・詩舞 詩吟教室 俳句 俳句教室 絵手紙 花垣絵手紙教室 園芸 園芸愛好会 手芸 手芸教室

カラオケ 川東歌謡クラブ 詩吟 詩吟教室 書道 書道クラブ 盆栽 盆友会 カラオケ よのカラオケ親睦会 詩吟 詩吟教室 ダンス ダンスグループH・P・F・S

上郡カラオケ愛好会 書道 書道教室 大正琴 神戸大正琴クラブ 民舞 民舞教室 カラオケ美予野会 将棋 将棋教室 バンド おじさんパワーバンド

さくら才良カラオケ 大正琴 大正琴教室 ハーモニカ ハーモニカ教室 民謡 民謡教室 茶道 花垣お茶の会 物づくり はんどめいどクラブ　Ｌｅａｆ 麻雀 きじが台麻雀同好会

詩吟 いなこ吟詩会 陶芸 陶芸教室 俳句 神戸曙句会 手芸、料理等 手づくり教室「よもぎ会」 親子ふれあい遊び ゆめが丘「ちびっこドリーミング」 ヨガ ナマステ・ヨガ

正州会中勢支部 俳句 俳句教室　夕部柿 パソコン ふれあいパソコン教室 大正琴 大正琴（さくら会） グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ部

尺八 都山流尺八同好会 比自岐音頭 比自岐音頭愛好会 パッチワーク パッチワーク教室 ダンス 花垣ダンス教室 ゴルフ きじが台ゴルフクラブ

習字 依那古習字教室 ビデオ ビデオ映画フォーラム 盆栽 盆友会 民謡 治田民謡教室 卓球 卓球部

水墨画 依那古水墨画教室 青少年育成 比自岐児童福祉会 民謡 民謡やよい会神戸教室 カローリング 花垣カローリングクラブ 釣り きじが台釣りクラブ

大正琴 睦月会 ゲートボール 比自岐地区ゲートボール連合会 グラウンドゴルフ 花垣グラウンドゴルフクラブ

アンサンブル　夢 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ愛好会 ゲートボール ゲートボール部

ダンス いなこダンス教室 卓球 卓球クラブ ソフトボール 花垣ソフトボール教室

陶芸 陶遊会 バレーボール バレーボール愛好会 卓球 花垣卓球教室

俳句 春暁句会 バドミントン 花垣バドミントン同好会

俳句・玉桜会 バレーボール 花垣バレーボール教室

バレーボール バレーボール教室 花垣ママさんバレー教室

グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ教室

ソフトボール ソフトボール教室

三田公民館 諏訪公民館新居公民館 中瀬公民館 友生公民館 猪田公民館

依那古公民館 比自岐公民館 神戸公民館 古山公民館 花垣公民館 ゆめが丘公民館 きじが台公民館

府中公民館


