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健康・スポーツレクリエーション 高岡市   

 

健康・スポーツレクリエーション 魚津市   

 

健康・スポーツレクリエーション 魚津市   

 

健康・スポーツレクリエーション 魚津市   

 

健康・スポーツレクリエーション 魚津市   

 

 

 

 

古城ウオーク＆ジョグクラブ 活動種目 ウオーキング、ジョギング 

活動回数・日時 週1回 （水）9：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 高岡市民体育館 
活動範囲 

県内（主に高岡古城公園内） 

会費等 入会金500円、年1,000円 

問合せ先名称  電話  

魚津市村木卓球愛好会 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週2回 （火）（木）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 魚津市村木小学校 
活動範囲 

 

会費等 年4,000円（保険2,000円） 

問合せ先名称  電話  

新川卓球愛好会 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週2回 （火）(金)13：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 魚津市総合体育館 
活動範囲 

魚津市、黒部市、滑川市 

会費等 年3,500円 

問合せ先名称  電話  

本江リズム体操サークル 活動種目 リズム体操 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）10：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 本江公民館 
活動範囲 

市内一円 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

上野方カローリング愛好会 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 月2回（木）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 魚津市農村環境センター 
活動範囲 

魚津市ほか県内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  
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健康・スポーツレクリエーション 氷見市   

 

健康・スポーツレクリエーション 氷見市   

 

健康・スポーツレクリエーション 氷見市   

 

健康・スポーツレクリエーション 氷見市   

 

健康・スポーツレクリエーション 滑川市   

 

 

 

 

朝日南部パークゴルフ同好会 活動種目 パークゴルフ 

活動回数・日時 週3回 （火）（金）（日）14：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 氷見運動公園パークゴルフ場 
活動範囲 

 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

氷見いきいきカローリング同好会 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 仏生寺公民館 
活動範囲 

市内 

会費等 各回参加費200円 

問合せ先名称  電話  

氷見市グラウンドゴルフ協会 活動種目 グラウンド・ゴルフ 

活動回数・日時 月1回 （火）8：30～13：30 

主な活動場所（施設名） 氷見市大浦大芝生運動場 
活動範囲 

氷見市 

会費等 入会金1,000円、大会時300円 

問合せ先名称  電話  

氷見ユニカール同好会 活動種目 ユニカール 

活動回数・日時 週1回 （金）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 氷見海洋センター 
活動範囲 

 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

サンクラブ 活動種目 
ビーチボール、フレッシュ

テニスほか 

活動回数・日時 週2回 （木）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 滑川市総合体育センター 
活動範囲 

滑川市を中心に一部郊外 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称 滑川市総合体育センター 電話 076-475-8580 
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健康・スポーツレクリエーション 滑川市   

 

健康・スポーツレクリエーション 滑川市   

 

健康・スポーツレクリエーション 滑川市   

 

健康・スポーツレクリエーション 滑川市   

 

健康・スポーツレクリエーション 滑川市   

 

 

 

 

滑川太極拳愛好会 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週4回 （月）9：30～11：30、13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 東地区公民館、西地区公民館 
活動範囲 

滑川市内 

会費等 月1,700円 

問合せ先名称  電話  

ラージサークル 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週1回 （月）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 滑川市体育館 
活動範囲 

滑川市一円、隣接市 

会費等 ﾎﾞｰﾙ代月300円 

問合せ先名称  電話  

スカイフォークダンスサークル 活動種目 フォークダンス 

活動回数・日時 週2回 （月）（土）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 滑川市東地区公民館 
活動範囲 

滑川市一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称 滑川市東地区公民館 電話 076-476-0706 

花時計 活動種目 フォークダンス 

活動回数・日時 月3回 （土）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 滑川市働く婦人の家 
活動範囲 

滑川市及び県内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

滑川市老連カローリング同好会 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 第二（月）9:00～12：00、練習会月4回 

主な活動場所（施設名） 滑川市総合体育センター 
活動範囲 

滑川市内 

会費等  

問合せ先名称 滑川市老人クラブ連合会事務局 電話 076-475-3128 
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健康・スポーツレクリエーション 黒部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 黒部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 黒部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 黒部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 黒部市   

 

 

 

 

なごみ会 活動種目 体操 

活動回数・日時 月１～2回第一第二（金）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 東布施トレーニングセンター 
活動範囲 

東布施、笠波他 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

KUROBEスポーツファミリー 活動種目 各種スポーツ 

活動回数・日時 週１回 

主な活動場所（施設名） 黒部市総合体育センター 
活動範囲 

新川地区 

会費等 年3,000円、2000円他 

問合せ先名称 黒部市体育協会 電話 0765-57-2300 

鷹田太極拳教室 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 月4回 （水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 黒部市働く婦人の家 
活動範囲 

黒部市、入善町 

会費等 1回500円 

問合せ先名称  電話  

ゆったり体操 すわって太極拳 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週4回 （金）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 石田交流プラザ 
活動範囲 

黒部市 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

黒部市立中央公民館 かんたんストレッチ 活動種目 ストレッチ体操 

活動回数・日時 月2回 （金）10：15～11：30 

主な活動場所（施設名） 黒部市立中央公民館 
活動範囲 

主に黒部市内 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称 黒部市立中央公民館 電話 0765-65-1810 
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健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

 

 

 

ＶＩＴＡ砺波テニスクラブ 活動種目 硬式テニス 

活動回数・日時 週2回 （月）（水）10：00～13：00 

主な活動場所（施設名） 福野スポーツクラブ 
活動範囲 

西部地区（特になし） 

会費等 入会金1,000円、年4,000円 

問合せ先名称  電話  

砺波市高波体育館 フレッシュテニス 活動種目 フレッシュテニス 

活動回数・日時 週2回 （月）（水）20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） 砺波市高波体育館 
活動範囲 

市内 

会費等 年4,500円 

問合せ先名称  電話  

油田ペタンククラブ 活動種目 ペタンク 

活動回数・日時 週5回 （月）～（金）9：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 油田ふれあいグラウンド 
活動範囲 

砺波市油田地区 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

TONAMI太田ペタンクの会 活動種目 ペタンク 

活動回数・日時 月20回以上 屋内13：30～15：30 屋外14：30～16：30 

主な活動場所（施設名） 砺波市太田体育館、太田農村公園 
活動範囲 

砺波市一円、県内一円 

会費等 入会金1,000円、年5,000円 

問合せ先名称  電話  

砺波ビタクラブ 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週1回 （月）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市体育センター 
活動範囲 

砺波市及び周辺市町村 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  
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健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

 

 

 

ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週1回 （水）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 県西部体育センター 
活動範囲 

高岡市、砺波市、南砺市、

小矢部市 会費等 月1,500円 

問合せ先名称 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 電話 0763-33-3077 

いきいき３Ｂ 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月3回 第二第三第四（水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 東野尻公民館 
活動範囲 

砺波市一円 

会費等 入会金1,000円、月2,000円 

問合せ先名称 東野尻公民館 電話 0763-32-2273 

砺波市太田地区カローリングクラブ 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 毎大会前３日程度（午後） 

主な活動場所（施設名） 砺波市太田体育館 
活動範囲 

県内大会 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

五鹿屋カローリングクラブ 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 週1回 （水）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 砺波体育センター 
活動範囲 

体育センター内 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  

高波カローリングクラブ 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 週2回 （水）（土）13：30～17：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市高波体育館 
活動範囲 

県内一円 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  
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健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

 

 

 

油田カローリングクラブ 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 月4回 第二第四（金）（日）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 油田体育館 
活動範囲 

砺波市油田地区 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 油田自治振興会 電話 0763-32-6420 

砺波市グラウンド・ゴルフ協会 活動種目 グラウン・ドゴルフ 

活動回数・日時 月2～3回 (土)(日)8：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市清流ふれあい広場 
活動範囲 

市内一円 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

砺波市油田グラウンドクラブ 活動種目 グラウンド・ゴルフ 

活動回数・日時 月６回 13：30～15：00、15：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 油田ふれあいグラウンド 
活動範囲 

旧油田小学校（油田地区） 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

高波グランドゴルフクラブ 活動種目 グラウンド・ゴルフ 

活動回数・日時 週2～3回 4～11月（火）（土）（日）6：00～7：30 12～3月（火）（金）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市高波農村運動公園 
活動範囲 

砺波市内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

栴檀山ターゲットバードゴルフ部 活動種目 ターゲットバードゴルフ 

活動回数・日時 年３回 （日）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 栴檀山運動広場 
活動範囲 

栴檀山地区及び砺波市内 

会費等 大会参加費1,000円 

問合せ先名称 栴檀山公民館体育部 ターゲットバードゴルフ部 電話 0763-37-1061 
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健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

 

 

 

となみ野ウオーキングクラブ 活動種目 ウオーキング 

活動回数・日時 月2回 第二第四（木）9：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 県西部体育センター 
活動範囲 

となみ野地区周辺 

会費等 入会金500円、月1,000円（夫婦1,500円） 

問合せ先名称  電話  

シニアピンポンクラブ 活動種目 卓球 

活動回数・日時 週2回（月）（金）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 小矢部市東部公民館 
活動範囲 

東部小学校校下 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 小矢部市東部公民館 電話 0766-68-0997 

コスモスの館 活動種目 軽スポーツ 

活動回数・日時 月1回 （水）9：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 正得公民館 
活動範囲 

正得地区一円 

会費等 入会金500円、月500円 

問合せ先名称  電話  

よりあいひろま 活動種目 軽スポーツ 

活動回数・日時 年3回 （水）9：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 正得公民館 
活動範囲 

正得地区一円 

会費等 年500円 

問合せ先名称  電話  

おやべスポーツクラブ 初級太極拳教室 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週1回 （木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 石動コミュニティセンター 
活動範囲 

市内 

会費等 入会金3,000円、年10,000円 

問合せ先名称 おやべスポーツクラブ 電話 0766-68-0588 
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健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

 

 

 

３Ｂ クラブ 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 週1回 （木）10：00～12：30 

主な活動場所（施設名） 小矢部市立正得公民館 
活動範囲 

小矢部市立正得公民館 

会費等 年36,000円 

問合せ先名称  電話  

水島３Ｂ体操教室 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月3回 （木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 水島公民館 
活動範囲 

水島地区 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 水島公民館 電話 0766-61-2524 

生命の貯蓄体操 松沢教室 活動種目 健康体操 

活動回数・日時 週1回 毎週（水）9：30～10：30 

主な活動場所（施設名） 松沢公民館 
活動範囲 

松沢校下 

会費等 入会金1,000円、月1,500円 

問合せ先名称 松沢公民館 電話 0766-67-0007 

メンズウオーキングの会 活動種目 ウオーキング 

活動回数・日時 週1回 （金）9：00～10：00 

主な活動場所（施設名） 小矢部市民体育館 他 
活動範囲 

市内及び県内 

会費等 年6,000円 

問合せ先名称 おやべスポーツクラブ 電話 0766-67-7686 

城端ゲートボール 活動種目 ゲートボール 

活動回数・日時 週3回 （火）（木）（金）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 南砺市城南屋内グランド 
活動範囲 

城端地区 

会費等 年2,500円 

問合せ先名称  電話  
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健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

 

 

 

広瀬ゲートボールクラブ 活動種目 ゲートボール 

活動回数・日時 週3回 （火）（土）（日）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 公民館前グランド 
活動範囲 

広瀬地区内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

福光卓愛会 活動種目 卓球 

活動回数・日時 週2回 （木）（金）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 福光体育館 
活動範囲 

北陸三県等 

会費等 年4,000円 

問合せ先名称  電話  

城端パークゴルフ協会 活動種目 パークゴルフ 

活動回数・日時 週4回 （水）13：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 城端パークゴルフ場 
活動範囲 

南砺市城端及び福光、砺波

市庄川 会費等 年2,500円 

問合せ先名称  電話  

たちまち（立待）の会 活動種目 
フレッシュテニス、ラージ

ボール卓球 

活動回数・日時 週４～5回 （月）（木）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 南砺市福光体育館 
活動範囲 

南砺市一円 

会費等 年2,500円 

問合せ先名称  電話  

福光ペタンク協会 活動種目 ペタンク 

活動回数・日時 週2回 （火）（木）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 各地区の公民館 
活動範囲 

福光町一円 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  



110 
 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

 

 

 

南砺市石黒ペタンククラブ 活動種目 ペタンク 

活動回数・日時 週2回 （月）（木）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 石黒公民館グランド 
活動範囲 

石黒地区、南砺市、県内等 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

太極拳を楽しむ会 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週1回 毎（水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 南砺市福野北部体育館 
活動範囲 

南砺市福野及び近隣の町村 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

ＩＯＸ（イオックス）スマイル３Ｂ 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月4回 （月）20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） 西太美公民館 
活動範囲 

 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 西太美公民館 電話 0763-55-1126 

石黒貯筋教室 活動種目 筋肉体操、脳トレ 

活動回数・日時 週1回 （火）13：30～14：30 

主な活動場所（施設名） 南砺市石黒公民館 
活動範囲 

石黒自治振興地区 

会費等 入会金1,000円、参加費1,000円 

問合せ先名称  電話  

骨盤体操教室 活動種目 骨盤体操 

活動回数・日時 週1回 （金）13：30～14：30 

主な活動場所（施設名） 福野南部公民館 
活動範囲 

 

会費等 チケット制8回3,000円 

問合せ先名称  電話  
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健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

 

 

 

健康体操＆サロン 活動種目 体操 

活動回数・日時 週1回 （木）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 福野南部公民館 
活動範囲 

市内一円 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 福野南部公民館 電話 0763-22-6355 

広瀬舘カローリング部会 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 月2回 第二第四（土）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 南砺市福光体育館 
活動範囲 

南砺市内及び富山市 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  

石黒カローリングクラブ 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 月2回 （金）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 福光スポーツクラブ（アリーナ） 
活動範囲 

南砺市及び県内一円 

会費等 入会金1,000円、大会参加費等2,000円 

問合せ先名称  電話  

レディース奈呉ソフトテニスクラブ 活動種目 ソフトテニス 

活動回数・日時 週1回 （木）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） アイシン軽金属スポーツセンター 
活動範囲 

射水市、高岡市、富山市 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称  電話  

三ケパークゴルフ同好会 活動種目 パークゴルフ 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 中山公園パークゴルフ場 
活動範囲 

県内一円 

会費等 入会金1,000円、月500円 

問合せ先名称  電話  
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健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

 

 

 

みしまの卓球クラブ 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週2回 （火）（木）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 射水市大門総合体育館 
活動範囲 

県西部 

会費等 年2,400円 

問合せ先名称  電話  

みしまのＶＩＴＡクラブ 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週2回 （火）（木）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 大門総合体育館 
活動範囲 

県西部 

会費等 年2,400円 

問合せ先名称  電話  

太極拳友の会 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 月３～4回 （水）10：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 三ケコミュニティセンター 
活動範囲 

 

会費等 月700円 

問合せ先名称  電話  

太極拳サークル 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 月2回 第二第四（月）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 海老江コミュニティセンター 
活動範囲 

射水市一円 

会費等 月500円 

問合せ先名称 海老江コミュニティセンター 電話 0766-86-0041 

太極拳友の会 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週1回 （火）10：00～11：15 

主な活動場所（施設名） 射水市南太閤山コミュニティセンター 
活動範囲 

 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称 射水市南太閤山コミュニティセンター 電話 0766-56-7823 
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健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

 

 

 

ありそクラブ 活動種目 軽度ストレッチ、筋トレ 

活動回数・日時 週1回 （木）13：30～14：30 

主な活動場所（施設名） サンビレッジ新湊 
活動範囲 

射水市一円 

会費等 なし 

問合せ先名称 サンビレッジ新湊 電話 0766-86-5377 

自彊術健康体操 活動種目 健康体操 

活動回数・日時 月4回 （木）10：00～11：15 

主な活動場所（施設名） 射水市新湊コミュニティセンター 
活動範囲 

新湊コミュニティセンター

内 会費等 年3,000円、月2,500円 

問合せ先名称  電話  

健康体操教室 活動種目 健康体操 

活動回数・日時 年40回 （金）13：30～14：45 

主な活動場所（施設名） 大門総合体育館 
活動範囲 

 

会費等 年3,500円、保険料800円 

問合せ先名称 だいもんスポーツクラブ 電話 0766-52-4655 

大江いきいき体操サークル 活動種目 体操 

活動回数・日時 （水）9：30～11：00 

主な活動場所（施設名） 大江コミュニティセンター 
活動範囲 

大江コミュニティセンター 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

フレンドリーサークル 活動種目 脳トレ、筋トレ 

活動回数・日時 月4回 （金）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 大島中央コミュニティセンター 
活動範囲 

大島地区内 

会費等 入会金2000円、月1,000円 

問合せ先名称 大島中央コミュニティセンター 電話 0766-52-6001 
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健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

 

 

 

ハタ・ヨーガ 活動種目 ヨーガ 

活動回数・日時 月3～4回 （金）10：00～11：15 

主な活動場所（施設名） 七美コミニティセンター 
活動範囲 

県内 

会費等 月3,500円 

問合せ先名称  電話  

スワンの会 活動種目 フォークダンス 

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） 太閤山コミュニティセンター 
活動範囲 

射水市内 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

射水市カローリング協会 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 年３回(水）8：30～15：00 

主な活動場所（施設名） アルビス総合体育館 大アリーナ 
活動範囲 

射水市内全域 

会費等 年500円 

問合せ先名称  電話  

戸破長寿会協議会カローリング愛好会 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 月２回第二・第四(水）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 小杉社会福祉会館 
活動範囲 

戸破地区全体 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

軽スポーツ体験 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 年40回 （水）9：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 大門総合体育館 
活動範囲 

 

会費等 年3,500円、保険料800円 

問合せ先名称 だいもんスポーツクラブ 電話 0766-52-4655 
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健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 射水市   

 

健康・スポーツレクリエーション 上市町   

 

健康・スポーツレクリエーション 上市町   

 

 

 

 

射水市大島グラウンド・ゴルフ協会 活動種目 グラウンド・ゴルフ 

活動回数・日時 毎日9：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 射水市大島中央公園芝生広場 
活動範囲 

射水市大島中央公園、コミ

ニティ体育館 会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

射水市大江グラウンドゴルフサークル 活動種目 グランウ・ドゴルフ 

活動回数・日時 月4回 （月）（日）7：00～8：30 

主な活動場所（施設名） 大江グウランド 
活動範囲 

大江地区内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

ユニカール小杉 活動種目 ユニカール 

活動回数・日時 週1回 19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 小杉体育館 
活動範囲 

 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

新川テニスクラブ 活動種目 硬式テニス 

活動回数・日時 週2回 （月）（金）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 上市町センティアーテニスクラブ 
活動範囲 

全県範囲 

会費等 1回300円 

問合せ先名称  電話  

上市太極拳同好会 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週5回 （月）19：00～21：00、（火）10：00～12：00、19：00～21：00（土）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 上市公民館他３カ所 
活動範囲 

上市町 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  
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健康・スポーツレクリエーション 上市町   

 

健康・スポーツレクリエーション 立山町   

 

健康・スポーツレクリエーション 立山町   

 

健康・スポーツレクリエーション 立山町   

 

健康・スポーツレクリエーション 立山町   

 

 

 

 

歩好会→歩昂会→歩攻会 活動種目 歩こう会 

活動回数・日時 年3回 随時 

主な活動場所（施設名） 周辺の山  々
活動範囲 

白萩東部校区一円 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

さざんかＦＴＣ 活動種目 フレッシュテニス 

活動回数・日時 週2回 （火）（木）9：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 立山町町民体育センター 
活動範囲 

立山町内 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

めだか卓球クラブ 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週2回 （月）金13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 立山町中央体育センター 
活動範囲 

 

会費等 入会金2,000円、月500円 

問合せ先名称  電話  

卓愛会 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週1回 （水）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 立山町中央体育館 
活動範囲 

立山町 

会費等 入会金1,000円ほか都度集金 

問合せ先名称 立山町中央体育館 電話 076-463-5077 

３Ｂ体操ほがらか会 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月4回 （火）13：00～14：30 

主な活動場所（施設名） 利田公民館 
活動範囲 

立山町一円 

会費等 1回500円 

問合せ先名称 利田公民館 電話 076-463-4077 
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健康・スポーツレクリエーション 入善町   

 

健康・スポーツレクリエーション 入善町   

 

健康・スポーツレクリエーション 入善町   

 

健康・スポーツレクリエーション 入善町   

 

健康・スポーツレクリエーション 入善町   

 

 

 

 

入善町パークゴルフ協会 活動種目 パークゴルフ 

活動回数・日時 年19回 （日）8：00～13：00 

主な活動場所（施設名） 青野自然公園パークゴルフ場 
活動範囲 

入善町 

会費等 入会金1,000円、大会費500円 

問合せ先名称  電話  

入善風車パークゴルフ愛好会 活動種目 パークゴルフ 

活動回数・日時 年5回 （日）8：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 入善浄化センターパークゴルフ場 
活動範囲 

 

会費等 年1,000円、1回500円 

問合せ先名称  電話  

舟見空手道教室 活動種目 空手 

活動回数・日時 週1回 （火）19：030～21：00 

主な活動場所（施設名） 舟見コミュニティ公民館 
活動範囲 

舟見・愛本・野中・大家庄

等 会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

ゆったり太極拳 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週4回 （水）9：30～10：30 

主な活動場所（施設名） 入善町総合体育館 
活動範囲 

入善町 

会費等 1回500円 

問合せ先名称  電話  

心体の基礎作り体操 青木教室 活動種目 健康づくり 

活動回数・日時 週1回 （火）9：30～11：00 

主な活動場所（施設名） 広域働く婦人の家 
活動範囲 

入善町 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  


