
種　類 内　容 サークル名
人
数

活動日 活動場所

ゴッホと風の会 5 第2・3週　土　9：00～11：00 沼ノ端コミセン

苫小牧デッサン研究会 18 第2週　火　13：30～16：30 アイビー・プラザ

パステル画・月曜会 8
第1･3週　月　13：00～15：00
（祝日と重複時は翌週）

アイビー・プラザ

あじさい絵画サークル 16 第1週　金　9：00～12：00 男女平等参画推進C

明水画サークル 10 第2･4週　金　15：00～17：00 のぞみコミセン

絵画サークル”風” 13 第1･4週　水　13：00～17:00 のぞみコミセン

水彩画の会 9 第2･3週　水　13:00～16:00 のぞみコミセン

山音
サンオン

水彩会　金曜教室 6 不定期　金(月3回)　9：00～11：00 住吉コミセン

山音
サンオン

水彩会　木曜教室 10 第1・2・3週　木　9：00～10：50 住吉コミセン

絵画サークルのばら 16 第1･3週　金　9:00～13:00 豊川コミセン

山音水彩会　豊川教室 8 第1・2・3週　火　9：00～11：00 豊川コミセン

絵画
（油絵・デッサン）

タンポポサークル 9
第1･2･3週　月　10：00～12：00
(盆･祝日は第4･5週で)

アイビー・プラザ

四季の水彩会 3 不定期　木　10：00～12：00 文化会館

やさしい水彩画 9 第1･2･3週　火　13:30～16:30 男女平等参画推進C

子ども絵画クラブ 23 第1･2･3･4週　土　9：00～11：00 住吉コミセン

絵画
（日本画） 彩華

サイカ

サークル 8 第2週　土　10:00～17:00 男女平等参画推進C

絵手紙 風のたより 8 第2週　水　13:00～15:00 男女平等参画推進C

ちぎり絵 ちぎり絵　ひまわりの会 7 第2・4週　火　9：00～13：00 のぞみコミセン

切り絵 切り絵同好会 8 第4週　月　11：00～12：50 住吉コミセン

アート＆クラフト
ターコイズフィッシュ

15 第2･最終週　金　10：00～15：00 アイビー・プラザ

アトリエ　プレリーシープ 6 第2･4週　木　11:00～13：00 住吉コミセン

陶芸サークル土の詩 10 第1･2･3週　金　18：00～21：00 アイビー・プラザ

いきいきアート 6 第2･4週　月　13:00～15:00 男女平等参画推進C

楽土会 12 第1・2･3・4週　月　13:00～17:00 男女平等参画推進C

サークル陶夢 6
第1・2･3・4週　月　13:00～16:00
※1・2月休会

男女平等参画推進C

苫小牧身障者洋陶サークル
みやび会

11 第1・2・4週　金　10：00～14：00 福祉ふれあいC

縄文人サークル 毎週　火　13：00～16：00 文化会館

どろんこ陶友会 15 第1･3週　土･日　9：00～17：00 文化会館

四季彩ステンドグラス 10
第2･4週　月　 9：30～12：00
第  2 週　土　13：00～17：00

アイビー・プラザ

カモミール＆ダイヤモンドダスト 11 第2･4週　木　9:00～16:00 男女平等参画推進C

ココモ（ステンドグラス） 4 第1・2・3・4週　金　9：00～13：00（14：50） 沼ノ端コミセン

びーどろの会 6 毎週　水　9：00～17：00 文化会館

書道 暮らしの書　歳時記会 10 毎週　火　10：00～12：00 アイビー・プラザ

芸術・文化

絵画

絵画

絵画
（水彩画）

トールペイント

陶芸等

ステンドグラス
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種　類 内　容 サークル名
人
数

活動日 活動場所

玄の会
クロ

10 第1･3週　月　10：00～12：00 アイビー・プラザ

書道を楽しむ会 8 第2･3･4週　火　10：00～12：00 アイビー・プラザ

のぞみ翔書道サークル 第2･3･4週　金　17:00～20:30 のぞみコミセン

歳時記会 第2･4週　木　11:00～13:00 のぞみコミセン

習字サークル　桃教室 20 毎週　水　15:00～19:00 のぞみコミセン

彩
サイホウ

萌書道会 10 不定期　金(月3回)　15：00～19：00 住吉コミセン

くらしの書　歳時記会 不定期　火（月3回）　13：00～14：50 住吉コミセン

日本習字　安芸教室 20 毎週　金　15：00～21：00 沼ノ端コミセン

翔苫書道同好会
第2・3・4週　火　10：00～12：00
　　　　　　　　　　　13：00～15：00

文化会館

書道　みちくさ 11 不定期　火(月3回)　11:00～13:00 豊川コミセン

爽
ソウ

琴
キン

書道教室 25 不定期　土　9:00～12:30 豊川コミセン

苫小牧合唱団 33 毎週　木　18：30～20：50 アイビー・プラザ

ＳＳＣ苫小牧少年少女合唱団 24 毎週　土　9：00～12：00 アイビー・プラザ

リンデン・コール 15 毎週　水　10：00～12：00 アイビー・プラザ

コーラスいずみ 14 第1･2･3･4週　木　18:30～20:30 男女平等参画推進C

すみれ 12 毎週　月（祝日以外）　10：00～11:30 男女平等参画推進C

コーラス　のぞみ 14 第1・2・3・4週　金　11：00～13：00 のぞみコミセン

ヴィータ・エテルナ・コーロ 8 毎週　土　9：00～11：00 豊川コミセン

コール・ヴォイジャーズ
苫小牧男声合唱団

25 毎週　水　18：00～21：00 苫小牧西小学校

クラッシクギターを楽しむ会 7 第1･3週　水　13：30～21：00 アイビー・プラザ

苫小牧マンドリン合奏団 25 毎週　月  18：00～21：00 アイビー・プラザ

器楽
（フルート）

ラ・テール 15 第2週　日　10：00～12：00 アイビー・プラザ

苫小牧市民管弦楽団 50 毎週　水　19：00～21：00 アイビー・プラザ

苫小牧ウィンド･アンサンブル 40 毎週　土　18：00～21：00 アイビー・プラザ

苫小牧市民吹奏楽団 25 毎週　火　18：00～21：00 苫小牧西小学校

苫小牧ブラスサウンズ 16 毎週　水　18：00～21：00 苫小牧西小学校

ＭＡＲＣＨＩＮＧＢＡＮＤ“TheTomakomai
Caskaders28”（カスケーダーズ28）

13 不定期　水・日　夜間 苫小牧西小学校

Shelties Senior Band The Cresters
シェルティーズ シニア    バンド     ザ　　　クレスターズ

25 第２週　火　夜間 苫小牧西小学校

ジャズオーケストラ TOMA Field Jazz Orchestra 20 毎週　日　9：00～12：00 アイビー・プラザ

オカリナ
オカリナサークル
「エーデルワイス」

35 第1･2･3･4週　水　10:00～15:00 男女平等参画推進C

ウクレレ ハワイアン　ミュージック　クラブ 10 第2週　土　10：00～12：00 住吉コミセン

弾き語り Vega
ベガ

 ギター弾き語りサークル 10 毎週　金　18：00～21：00 苫小牧西小学校

大正琴 大正琴　沼ノ端同好会 15 第1･2･3週　火･水・土　11:00～13：00 沼ノ端コミセン

書道

芸術・文化

合唱

器楽

吹奏楽
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種　類 内　容 サークル名
人
数

活動日 活動場所

孝住泉
コウジュウセン

民謡会 5 第2･3週　土　13：00～14：50 住吉コミセン

苫小牧観昇民謡むつみ会 10 第1･3週　火　13：00～16：00 アイビー・プラザ

和照会 10 第1・2・3週　金　19：00～21：00 沼ノ端コミセン

錦声
キンセイ

会 7 第1･2･3週　火　19：00～20：35 豊川コミセン

孝信
コウシン

民謡会 5 第1･2･3週　金　13：00～15：00 豊川コミセン

民謡
（民謡と三味線）

民謡白鳥会 8 第1・3週　土　13：00～17：00 沼ノ端コミセン

栞吟
カンギン

会 9 第1･2･3･4週　日　11：00～12：50 住吉コミセン

日本詩吟学院北海道樽前岳風会
吟嶺会(ギンレイカイ)

6 第1･2･3･4週　水　13：00～15：30 アイビー・プラザ

日本詩吟学院北海道樽前岳風会
一吟会(イチギンカイ)

15
第2･3･4週　火　13：00～15：00
第1･3週　土　9：00～12：00

アイビー・プラザ

日本詩吟学院北海道樽前岳風会
栄和会(エイワカイ)

12 第1･2･3･4週　木　13：30～15：30 アイビー・プラザ

日本詩吟学院北海道樽前岳風会
吟聲会(ギンセイカイ)

5 第1･3･4･5週　木　18：00～21：00 アイビー・プラザ

日本詩吟学院北海道樽前岳風会
吟春会(ギンシュンカイ)

6 第1･2･3週　水　9：30～12：00 アイビー・プラザ

日本詩吟学院北海道樽前岳風会
颺吟会(ヨウギンカイ)

8 第1･2･3･4週　土　9：30～12：00 アイビー・プラザ

日本詩吟学院北海道樽前岳風会
朗吟会(ロウギンカイ)

4 第1･3週　月　13：00～15：00 アイビー・プラザ

日本詩吟学院北海道樽前岳風会
幸吟会（コウギンカイ）

8 第1･2･4週　水　17：00～19：00 豊川コミセン

日向ひょっとこ踊り
北海道愛好会

10 第3･4週　月　11：00～12：50 住吉コミセン

花柳流燁紫衛
  アキシエ

会 6 第1・2・3週　金　9：30～12：00 文化会館

日向ひょっとこ踊り
北海道愛好会

20
第1･2週　金　9：00～11：30
（祝日と重複時　翌週）

アイビー・プラザ

花柳燁紫衛
　アキシエ

会 3
第1・3週　金　15：00～17：00
第2週　    金　13：00～15：00

のぞみコミセン

日本舞踊　豊扇会
ホウセンカイ

4 第1･2･3週　土　11：00～13：00 豊川コミセン

舞踊・舞踏
（日本舞踊）

日舞歩実の会 8 第1･3･4週　土　13：00～17：00 アイビー・プラザ

舞踊・舞踏
（日本舞踊・新舞踊） 舞公会

ブコウカイ
5 第1･2･3週　火　13：00～16：00 アイビー・プラザ

舞踊・舞踏
（日本民舞） 苫小牧民舞白寿会

ハクジュカイ
6 第1･3週　水　9：00～12：00 アイビー・プラザ

革工芸 レザークラフト 5 第1･3週　水　10:00～17:00 男女平等参画推進C

フラメンコ フラメンコ・ベルデ 8 第3週　土　13：00～15：00 豊川コミセン

籐工芸 自然をあむ会 8
第1･2･3週　月　13：00～15：00
（祝日と重複時　翌週）

アイビー・プラザ

民謡

芸術・文化

詩吟

舞踊・舞踏
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