
沖縄県内地域手話サークル活動日（R5．２．１５更新）
地域 手話サークル名 活動日 場所（住所） 連絡先（℡） 連絡先（ＦＡＸ等） 備考欄

那覇市 はと手話の会
水曜日10：00～12：00 那覇市牧志駅前ほしぞら公民館

（那覇市安里2-1-1）
098-917-3443 098-867-0343 入会方法：直接会場へ訪問

那覇市
手話ストレッチ

ダンス　ひまわり
第1.3.4木曜日　16：00～18：00

那覇市牧志駅前ほしぞら公民館
（那覇市安里2-1-1）

098-917-3443 098-867-0343 入会方法：直接会場へ訪問

那覇市
手話サークル
スマイリング

木曜日　20：00～21：00 那覇市繁多川公民館
（那覇市繁多川4-1-38）

098-917-3448 098-835-4903 入会方法：直接会場へ訪問

那覇市
手話ダンス
さがり華

木曜日　10：00～12：00 那覇市繁多川公民館
（那覇市繁多川4-1-38）

098-917-3448 098-835-4903 入会方法：直接会場へ訪問

那覇市
手話サークル

　ピア
土曜日　10：00～12：00 那覇市首里公民館

（那覇市首里当蔵町2-8-2）
098-917-3445 098-885-2063 休止中

那覇市 沖縄DEAFシーサー
・亀の会（初心者向け）火曜日
①10:00～12:00②19:00～21:00
・海の会（中・上級者向け）木曜日19:00～21:00

なは市民活動支援センター
（那覇市銘苅2-3-1）

E-mail：oki.deaf.sisa@gmail.com ※有料
入会方法：直接会場へ訪問

那覇市
手話サークル

「鈴の会」

日曜日10：00～13：00 ボランティアサロンまわし
（那覇市寄宮2-32-1）

098-857-7766
(那覇市社会福祉協議会）

098-857-6052 入会方法：直接会場へ訪問

那覇市 ふちゅくるの会
第2・3日曜日14:00～16:00 ボランティアサロンまわし

（那覇市寄宮2-32-1）
098-857-7766

(那覇市社会福祉協議会）
098-857-6052 入会方法：直接会場へ訪問

宜野湾市 はごろも
水曜日　19：30～21：00 宜野湾市社会福祉協議会2F ホール

（宜野湾市赤道2-7−1）
098-892-6525

（宜野湾市社会福祉協議会）
098-892-0843

（宜野湾市社会福祉協議会）
見学希望者は事前に連絡をお願いしま
す。

宜野湾市 和（なごみ）
木曜日　10：00～12：00 宜野湾市社会福祉協議会2F ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾛﾝ室

（宜野湾市赤道2-7−1）
098-892-6525

（宜野湾市社会福祉協議会）
098-892-0843

（宜野湾市社会福祉協議会）
見学希望者は事前に連絡をお願いしま
す。

宜野湾市 虹
月曜日　10：00～12：00（現在 11：00～12：00） 宜野湾市立中央公民館 2F 集会場前スペース

（宜野湾市野嵩1-1-2）
090-6427-5831 見学希望者は事前に連絡をお願いしま

す。

石垣市
石垣手話サークル碧の
会　　　※碧＝みどり

木曜日　19：00～20：30
石垣市社会福祉協議会　ボランティア推進室
（石垣市登野城１３５７-１）

0980-84-2211
（石垣市社会福祉協議会）

0980-84-1199
（石垣市社会福祉協議会）

浦添市
手話サークル

ゆい
金曜日　10：00～12：00 浦添市社会福祉センター

（浦添市仲間１-１０-７）
098-877-8295

（浦添市社会福祉協議会）

名護市 とどろきの会 火曜日　19：00～21：00
第１、２火曜日　　名護中央公民館
（名護市港2-１-１）
第３火曜日　　　　開催場所要確認（交流会）

0980-53-1212（内線124）
（名護市役所社会福祉課）

0980-53-1280
（名護市役所社会福祉課）

糸満市 糸満　虹の会
水曜日　夜７：00～９：00 糸満市生涯学習支援センター

（糸満市字糸満1788）
098-992-2869 098-995-2039 ホームページは糸満市のトップページ「市

の施設」から確認できます。

沖縄市
手話サークル

沖の会
毎月最終木曜日　19：00～21：00 E-mail：okisyuwa1976.10＠gmaill.com

沖縄市 手の会
土曜日　15：00～17：00 沖縄市社会福祉センター

（沖縄市住吉１-14-29）
098-937-3385 098-937-3422 祝祭日を除く

豊見城市 ティダの会 金曜日　19：30～21：00
豊見城市　社会福祉センター　2階団体室
（豊見城市平良467-4）

098-856-2782
（豊見城市社会福祉協議会）

手話学習・その他

豊見城市 パズル 金曜日　10：00～12：00
豊見城市　社会福祉センター　2階団体室
（豊見城市平良467-4）

098-856-2782
（豊見城市社会福祉協議会）

手話学習・その他

豊見城市 フレンズ 月曜日　10：00～14：00
豊見城市　社会福祉センター　2階団体室
（豊見城市平良467-4）

098-856-2782
（豊見城市社会福祉協議会）

手話学習・募金活動の手伝い・その他

うるま市
手話サークル

　絆
木曜日　19時～21時（第3木曜日はお休み） うるま市健康福祉センター　うるみん

（うるま市安慶名1-8-1）
※ショートメールでの対応（090-7924-

9421）

うるま市 伝達人
金曜日　19時～21時 うるま市健康福祉センター　うるみん

（うるま市安慶名1-8-1）
098-973-5459

（うるま市社会福祉協議会）
098-974-5306

( うるま市社会福祉協議会）

今帰仁村 みみの輪なきじん
水曜日　19：30～21：00 今帰仁村コミュニティーセンター

（今帰仁村仲宗根230-2）
0980-56-4189

（今帰仁村福祉保健課）

宮古島市 がじゅまるの会
火曜日　20：00～21：30 宮古島市中央公民館

（宮古島市平良下里315）
090-3795-2476 0980-76-6995

宮古島市 ひまわり会
水曜日　２０：００～２１：００ 下地公民館

（宮古島市下地上地628-1）
0980-76-2270 0980-76-3448

宮古島市 虹
土曜日　１４：００～１６：００ 宮古島市中央公民館

（宮古島市平良下里315）
090-9789-0130

南城市
手話サークル
りっかリッカ

第１金曜日　１４：００～１６：００
第３金曜日　１９：００～２１：００

南城市農村環境改善センター　農事研修室 098ー917ー5692
（南城市社会福祉協議会）

098ー917ー5694

恩納村
はじめての
手話教室

毎月第二火曜日　19：00～20：00 恩納村総合保健福祉センター
（恩納村字恩納6302）

098-966-1193
（恩納村社会福祉協議会）

事前予約不要

金武町
手話サークル

　「雄飛」
毎月第２、第４木曜日　19：00～20：30 金武町総合保健福祉センター

（金武町金武1842）
098-968-3310

（金武町社会福祉協議会）

読谷村
手話サークル

花織
火曜日　10：00～12：00

読谷村総合福祉センター　老人憩いの室
（読谷村座喜味2975番地）

098-958-2939
（読谷村社会福祉協議会）

098-958-2189
（読谷村社会福祉協議会）

読谷村
手話サークル
ゆんたんじゃ

木曜日　20：00～21：30
読谷村総合福祉センター　老人憩いの室
（読谷村座喜味2975番地）

098-958-2939
（読谷村社会福祉協議会）

098-958-2189
（読谷村社会福祉協議会）

嘉手納町
手話サークル
ノビルの会

火曜日　14：00～16：00
嘉手納町総合福祉センター ３F
（嘉手納町水釜447−1）

098-965-1177
（嘉手納町社会福祉協議会）

嘉手納町
手話サークル

かでな
水曜日　19：30～21：00

嘉手納町総合福祉センター ３F
（嘉手納町水釜447−1）

098-965-1177
（嘉手納町社会福祉協議会）

現在コロナ禍で休会中。

北谷町 青空の会
土曜日　10：00～12：00 北谷町保健相談センター　２階

（北谷町桑江731）
098-936-2940

（北谷町社会福祉協議会）

北中城村
手話サークル

かけ橋
水曜日　14：00～16：00 北中城村総合社会福祉センター　ボランティア室

（北中城村仲順45）
098-935-4520

（北中城村社会福祉協議会）

北中城村
手話サークル

若松
水曜日　20：00～22：00 北中城村総合社会福祉センター　ボランティア室

（北中城村仲順45）
098-935-4520

（北中城村社会福祉協議会）
現在休止中

再開時は活動時間を変更する可能性有

中城村
手話サークル

とよむ
木曜　20：00-21：30 吉の浦会館

（中城村安里187-1）
098-895-4081

(中城村社会福祉協議会)
コロナ禍で活動休止中

再開時は日程・時間を変更する可能性有

西原町
手話サークル

ふじ
火曜日　10：00～12：00 西原町社会福祉センター内

（西原町与那城135）
098-945-3651

（西原町社会福祉協議会）
098－946－6777

（西原町社会福祉協議会）
参加希望の方は直接活動日にいらしてくだ
さい。



西原町
手話サークル
手と手の会

金曜日　19：30～21：30 西原町社会福祉センター内
（西原町与那城135）

098-945-3651
（西原町社会福祉協議会）

098－946－6777
（西原町社会福祉協議会）

参加希望の方は直接活動日にいらしてくだ
さい。

与那原町 てくてく手話サークル
水曜日　19：30～21：30 与那原町コミュニティセンター

（与那原町字与那原712）
参加希望の方は、直接お越しください。

南風原町 こがねもり
水曜日　19：30～21：00 南風原町総合保健福祉防災センター（ちむぐくる館）

（南風原町宮平697-10）
098-889-3213

（南風原町社会福祉協議会）
098-889-6269

(南風原町社会福祉協議会）

久米島町 くめしゅわ
第１・３月曜日　19：00～20：30 久米島町社会福祉協議会　１階会議室

（久米島町儀間5番地）
098-851-8335

（久米島町社会福祉協議会）
「くめしゅわ」facebookのメッセンジャーで

連絡受付しています。

八重瀬町
手話サークル
フラワーハンド

第２・第４　木曜日　20：00～21：30 八重瀬町社会福祉会館　２Ｆ
（八重瀬町東風平1318-1）

098-998-4000
（八重瀬町社会福祉協議会）

098-998-8999
（八重瀬町社会福祉協議会）

興味のある方はご連絡ください、
町外の方も参加可能です。


