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楽しく歌いましょう会 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月2回 第一第三（木）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 富山市社会福祉センター 
活動範囲 

富山市 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

みんなで歌おう会 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月1回 不定期 

主な活動場所（施設名） 富山市立室牧公民館 
活動範囲 

室牧地内 

会費等 なし 

問合せ先名称 室牧公民館 電話 076-455-1069 

やさしい合唱教室 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月2回 第一第三（金）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 星井町公民館 
活動範囲 

旧富山市内 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

フォークサークル ひだまり 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 富山市藤ノ木公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

エコー山室 活動種目 合唱 

活動回数・日時 週4回 （火）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 富山市山室公民館 
活動範囲 

山室校区一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  
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呉羽歌謡サークル 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 月2回 第一第二（水）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 富山市呉羽地区センター 
活動範囲 

呉羽校下 

会費等 入会金1,000円、年2,000円 

問合せ先名称  電話  

神明カラオケ同好会 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 月4回 18：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 神明地区センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 入会金1,500円、年1,500円 

問合せ先名称  電話  

カラオケめぐみ会 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 週1回 （火）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 草島公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月1,800円 

問合せ先名称  電話  

月曜会 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 月2回 第二第四（月）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 毎回100円 

問合せ先名称  電話  

熊野カラオケサークル 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 月4回 （水）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 婦中町 熊野公民館 
活動範囲 

婦中町一円 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  
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朗吟会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（土）13：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 富山市清水町公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 月4,000円 

問合せ先名称  電話  

朝日詩吟教室 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 週1回 （木）13：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 婦中町朝日公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

呉山岳風会 四方東教場 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月３回 （水）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 和合コミュニティセンター、四方公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

呉山岳風会 四方教場 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月3回 （木）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 四方地区センター 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金2,000円 

問合せ先名称  電話  

一声吟詠会 かたかごサークル 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月4回 （水）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 豊田公民館地区センター 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  
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富立吟詠会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（火）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 五福公民館 
活動範囲 

五福町内 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

公益社団法人日本吟道学院公認 富立吟詠会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月3回 第一第二第四（金）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 八人町公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

鵜坂吟詠会あかね吟詠会合同練習会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月2回 第一第三（水）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 鵜坂公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

黎峰吟友会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月2回 （金）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 八人町公民館 
活動範囲 

県内 

会費等 月1,800円 

問合せ先名称  電話  

新舞踊・八重桜 活動種目 新舞踊 

活動回数・日時 月5回 （月）（水）10：00～12：20 

主な活動場所（施設名） 市民交流館ボランティアセンター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  
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婦中相撲甚句会 活動種目 相撲甚句 

活動回数・日時 月1回 第四（水）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

 

会費等 入会金5,000円、月1,500円 

問合せ先名称  電話  

ハーモニカサークル「はばたき」 活動種目 ハーモニカ 

活動回数・日時 月4回 （火）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

速星校区 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

朝日民謡体操教室 活動種目 民謡 

活動回数・日時 週1回（月）13：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 朝日公民館 
活動範囲 

富山市婦中町 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

千鳥の会 活動種目 民謡 

活動回数・日時 月2回 （土）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 水橋東部公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

富山玲声民謡研究会 活動種目 民謡 

活動回数・日時 週1回 （金）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 富山市婦中町熊野公民館 
活動範囲 

県下 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  
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綾の会 活動種目 民謡 

活動回数・日時 月1～2回 不定期 

主な活動場所（施設名） 三郷公民館、富山市内老人福祉施設 
活動範囲 

富山市内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

山彦民謡会 活動種目 民謡、三味線 

活動回数・日時 月4回 （木）18：30～20：30 

主な活動場所（施設名） 講師宅 
活動範囲 

県内 

会費等 1回1,000円 

問合せ先名称  電話  

オカリナ詩音 活動種目 オカリナ 

活動回数・日時 月2回 （火）11：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 富山市民芸術創造センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

エスポワール ギターアンサンブル 活動種目 クラシックギター合奏 

活動回数・日時 月2回 （木）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 花の木体育センター 
活動範囲 

県内外を問わず 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

調（メロディー） 活動種目 尺八・箏 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）13：30～17：00 

主な活動場所（施設名） 山室公民館 
活動範囲 

富山市、立山町 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  
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さつき会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 第一第二（金）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 倉垣地区センター 
活動範囲 

 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

大正琴 シクラメン教室 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 第一第三（水）9：30～11：00 

主な活動場所（施設名） 福沢地区コミュニティセンター 
活動範囲 

 

会費等 年3,700円 

問合せ先名称 福沢地区コミュニティセンター 電話 076-483-1811 

速星さつき会 Ａ組 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 （土）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

つゆくさ 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 （土）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 富山市山室地区センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

豊友会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月２回 第一（金） 第三（木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 和合コミュニティセンター、四方公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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エコーズ上滝 活動種目 ハーモニカ 

活動回数・日時 月2回第一第三（火）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 上滝公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月2,500円 

問合せ先名称  電話  

喜楽ハーモニカバンド 活動種目 ハーモニカ 

活動回数・日時 週4回 （水）（木）（金）10:00～12：00 

主な活動場所（施設名） 速星ふれあい館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 参加費3,000円 

問合せ先名称  電話  

ハーモニカサークルまんさく 活動種目 ハーモニカ 

活動回数・日時 週１回 （金）9：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 大沢野生涯学習センター 
活動範囲 

富山市南部地域 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

ハーモニカ同好会ふれんず 活動種目 ハーモニカ演奏 

活動回数・日時 月4回 （月）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 奥田公民館 
活動範囲 

主に奥田地区 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

五月会 活動種目 民謡、三味線 

活動回数・日時 月1回 （金）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 笹倉コミニティセンター 
活動範囲 

 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  
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桜寿会 活動種目 民謡、三味線 尺八 

活動回数・日時 月4回 第一～第四（木）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

富山指笛倶楽部 活動種目 指笛演奏 

活動回数・日時 月1回（水）19：00～20：30 別に（土）14：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 富山市民芸術創造センター、県教育文化会館 
活動範囲 

主として富山市内 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

富山県東部アマチュア・マジシャンズ・クラブ 活動種目 手品 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 東部公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金3,000円、年10,000円 

問合せ先名称  電話  

長寿ふれあいマジック同好会 活動種目 手品 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 富山市社会福祉センタ―内研修室 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金3,000円、年12,000円 

問合せ先名称  電話  

「富山市女性ボランティア」あかり小劇場 活動種目 人形劇、マジック 

活動回数・日時 月2回第二第四（水）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 練習：呉羽地区内、児童施設等 
活動範囲 

富山市中心 射水市、高岡

市 会費等 入会金1,000円 

問合せ先名称  電話  
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いきいき腹話術研究会 活動種目 腹話術 

活動回数・日時 月2回 第一(火)、第三(木)13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 富山市社会福祉会館 
活動範囲 

富山市、高岡市、射水市等 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称  電話  

吟舞会 活動種目 剣詩舞 

活動回数・日時 週3回 （木）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 草島公民館 
活動範囲 

 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

渋川流剣詩舞道菊帆会（牛島教場） 活動種目 剣舞、詩舞 

活動回数・日時 月4回 （土）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 堀川公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 年3,600円、月2,000円 

問合せ先名称  電話  

婦中吟和会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月4回 （水）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 朝日公民館 
活動範囲 

県内一円 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

おとのわ 尺八と箏サークル 活動種目 尺八・箏 

活動回数・日時 週2回 （火）（水）10：00～12：30 

主な活動場所（施設名） 大広田地区センター、萩浦地区センター 
活動範囲 

富山市 

会費等 月500円 

問合せ先名称 大広田地区センター 電話 076-437-9924 
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南寿荘日曜ダンス同好会 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週１回(日）10:00～12：00 

主な活動場所（施設名） 南寿荘長寿ふれあいホール 
活動範囲 

富山市在住者 

会費等 入会金500円、年500円 

問合せ先名称 南寿荘社交ダンス同好会 電話 076-425-1715 

ダンスサークルさくら会 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回 （火）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 富山市水橋東部公民館 
活動範囲 

富山市、滑川市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

スポーツダンス「やよい会」 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回 （月）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 東部地区センター 
活動範囲 

富山市（市外の方可） 

会費等 入会金1,000円、月750円 

問合せ先名称  電話  

社交ダンス・レインボー 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 月2回 第一第三（土）13：30～17：00 

主な活動場所（施設名） 富山市立堀川公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

花みずき・ダンス・サークル 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 月4回 （木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 光陽公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 光陽公民館 電話 076-493-2021 
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

熊野ダンスサークル 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回 第一第二（木）第二第四（火）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 熊野地区センター 
活動範囲 

 

会費等 1回500円 

問合せ先名称  電話  

石金民舞会 活動種目 新舞踊、日本舞踊 

活動回数・日時 月2回 （木）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 東部公民館 
活動範囲 

旧富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

いきいき越中玉すだれサークル 活動種目 玉すだれ演技 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）13：10～14：00 

主な活動場所（施設名） 富山市総合社会福祉センター 
活動範囲 

依頼のあるところ 

会費等 年10,000円 

問合せ先名称  電話  

女性の会（日舞教室）勘松会 活動種目 日本舞踊、新舞踊 

活動回数・日時 月4回 13：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 奥田公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

人形劇団コッコ 活動種目 人形劇 

活動回数・日時 月１～２回 第四（火）10：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 安野屋公民館 
活動範囲 

安野屋公民館他 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

いきいき アロハ フラサークル 活動種目 ハワイアンダンス 

活動回数・日時 富山ＣｉＣ ３階ほか 

主な活動場所（施設名） 富山ＣｉＣ3Ｆ他 
活動範囲 

富山市他5会場 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

華くれない 活動種目 ハワイアンフラ 

活動回数・日時 月4回 第一～第四（火）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 藤木公民館 
活動範囲 

県内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

ひまわり 活動種目 フォークダンス 

活動回数・日時 月2回 第一第三（木）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 清水町公民館 
活動範囲 

 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

紅葉会 活動種目 舞踊 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（火）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 草島公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

南ことぶき 華晴会 活動種目 舞踊体操 

活動回数・日時 月2回 （金）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 南寿荘 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 南寿荘 電話 076-425-1715 
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

ルナヴァイレレフラサークル 活動種目 フラダンス 

活動回数・日時 月3回 第一第二第四（火）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 上滝地区コミニティセンター 
活動範囲 

大山地区内又は県内 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

カウラナ・ナニ・ホーク 活動種目 フラダンス 

活動回数・日時 月2回 第一第三（土）10：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 清水町公民館 
活動範囲 

富山市内、県内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

ハラウ・マウロア 活動種目 フラダンス 

活動回数・日時 月2回 （木）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 速星公民館 電話 076-465-6056 

松乃会 松葉教室 活動種目 民踊 

活動回数・日時 月4回 （火）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 富山市清水地区センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

こぶしの会 活動種目 民謡を主とした踊り 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（金）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 富山市太田公民館 
活動範囲 

県内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

 

 

 

剣詩舞天黎会 活動種目 剣舞、詩舞 

活動回数・日時 週1回 （月）19：00～21：00、（土）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 奥田公民館、東部公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

さわやかボランティア踊りの会 活動種目 新舞踊 

活動回数・日時 月3回 （火）13：30～14：30 

主な活動場所（施設名） 南老人福祉センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

ザ・あんぽんたん 活動種目 
うた・踊り・マジック・太

鼓他 

活動回数・日時 年120回 不定期 

主な活動場所（施設名） 公民館・老人ホーム・福祉センター 
活動範囲 

県西部 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

いわせのコーラス 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月2回 （水）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 高岡市野村公民館 
活動範囲 

 

会費等 年4,000円 

問合せ先名称 高岡市野村公民館 電話 0766-23-2084 

和寿の会 活動種目 歌謡舞踊 

活動回数・日時 月4回 （月）17：30～20：00（火）12：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 高岡市成美公民館 
活動範囲 

 

会費等 月6,000円 

問合せ先名称 成美公民館 電話 0766-26-8943 
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音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

 

 

 

すずらん健唱会 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 横田公民館 
活動範囲 

高岡市内 

会費等 月2,500円 

問合せ先名称  電話  

音女会 活動種目 コーラス 

活動回数・日時 月2回 第二第四（火）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 福岡町赤丸公民館 
活動範囲 

赤丸地内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

東五位吟詠会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月２回（金）20：00～22：00 

主な活動場所（施設名） 東五位公民館 
活動範囲 

 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 東五位公民館 電話 0766-31-0958 

さくら吟詠会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月3回 （水）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 福岡公民館 
活動範囲 

高岡市内 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

廣陽会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（月）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 川原公民館 
活動範囲 

川原校下一円 

会費等 入会金3,000円、月3,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

 

 

 

流水吟詠会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月4回 (金)10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 高岡市伏木コミュニティセンター 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

有磯会 活動種目 素謡（宝生流謡曲） 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（水）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 横田公民館 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

高岡鳩の会ｳｲﾝｸﾞ・五音鼓合唱団 活動種目 中国語、合唱 

活動回数・日時 月2回第一第三（木）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） ｳｲﾝｸﾞｳｲﾝｸﾞ高岡 
活動範囲 

高岡市 

会費等 月400円 

問合せ先名称  電話  

幸謡会 活動種目 民謡 

活動回数・日時 月4回 （月）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 西五位公民館 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

成美公民館 民謡・三味線サークル 活動種目 民謡、三味線 

活動回数・日時 月3回 （木）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 成美公民館 
活動範囲 

高岡市内 

会費等 月2,000円、その他500円 

問合せ先名称 成美公民館 電話 0766-26-8943 
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音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

 

 

 

フレツシュ民踊 活動種目 民踊 

活動回数・日時 月3回 （水）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 博労公民館 
活動範囲 

高岡市内 

会費等 入会金1,000円、月2,000円 

問合せ先名称  電話  

高岡ギターアンサンブル 活動種目 クラッシックギター 

活動回数・日時 月4回 （日）14：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 二上万葉福祉センター、伏木コミュニティセンター 
活動範囲 

呉西地区 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

西五位公民館三味線教室 活動種目 三味線 

活動回数・日時 月2回 第一第三（木）18：30～20：30 

主な活動場所（施設名） 西五位公民館 
活動範囲 

 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

大正琴サークル かたかご教室 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）13：00～ 

主な活動場所（施設名） 成美公民館 
活動範囲 

高岡市内 

会費等 入会金3,000円、月3,700円 

問合せ先名称  電話  

大正琴 コスモス会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 週1回 （金）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 福岡公民館 
活動範囲 

高岡市、小矢部市 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

 

 

 

カトレア会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 第二第四（水）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 赤丸公民館 
活動範囲 

高岡市内及びその周辺 

会費等 月3,000円、経典代1冊1,000円運営費月500円 

問合せ先名称  電話  

琴鶴会西五位教室 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月3回 不定期 

主な活動場所（施設名） 西五位公民館 
活動範囲 

 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 西五位公民館 電話 0766-64-3980 

大正琴教室 寿すずらん会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 週1回 （金）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 伏木老人福祉センター 
活動範囲 

伏木老人福祉センター 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称 伏木老人福祉センター 電話 0766-44-6323 

なの花会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 （火）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 北般若公民館 
活動範囲 

 

会費等 入会金2,000円、月2,000円 

問合せ先名称  電話  

ひまわり会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 第一第三（木）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 福岡公民館 
活動範囲 

富山市、砺波市、小矢部市、

福岡町 会費等 入会金2,400円、月3,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

 

 

 

お琴教室 活動種目 弾琴 

活動回数・日時 月2回 第一第三（金）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 西五位公民館 
活動範囲 

西五位地区内 

会費等 なし 

問合せ先名称 西五位公民館 電話 0766-64-3980 

ハーモニー千保（ハーモニカ） 活動種目 ハーモニカ 

活動回数・日時 月4回 （月）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 高岡市博労公民館 
活動範囲 

県内一円（県西部地区） 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

ハーモニックやまぼうし 活動種目 ハーモニカ 

活動回数・日時 月3回第二第三第四（木）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 高岡市福岡公民館 
活動範囲 

高岡市、小矢部市 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

ハーモニカアンサンブル四番街のマリー 活動種目 ハーモニカ 

活動回数・日時 月20回 （日）10：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 富山市上冨居公民館 
活動範囲 

北陸三県 

会費等 入会金年1,500円、月3,500円 

問合せ先名称  電話  

イ・レガーミ 活動種目 バンド（演奏） 

活動回数・日時 月2回 （土）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 北般若公民館 
活動範囲 

高岡市及び周辺市町 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  



33 
 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

 

 

 

柊会（ひいらぎかい） 活動種目 和箏 

活動回数・日時 月2回 （水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 北般若公民館 
活動範囲 

 

会費等 入会金2,000円、月3,000円 

問合せ先名称  電話  

万葉手品同好会 活動種目 マジック 

活動回数・日時 月3回 （月）1：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 成美公民館 
活動範囲 

高岡市内一円 

会費等 月1,000円,用品は各自負担 

問合せ先名称  電話  

ダンスサークルあけぼの 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 月３回（木）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 高岡市博労公民館 
活動範囲 

県西部 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

フレッシュスタイル 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回（木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 成美公民館 
活動範囲 

高岡市及び近郊 

会費等 月2,500円 

問合せ先名称  電話  

万葉ＳＤ同好会 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週2回 （木）（金）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 伏木コミュニティセンター 
活動範囲 

高岡市内と周辺市内 

会費等 入会金1,000円、月1,000円 

問合せ先名称  電話  


