
【富山市】 30 公益社団法人日本吟道学院公認 富立吟詠会 詩吟 6

語学・文学・読書 活動種目 紹介頁 31 鵜坂吟詠会あかね吟詠会合同練習会 詩吟 7

1 四方短歌会 短歌 1 32 黎峰吟友会 詩吟

2 呉羽俳句会 俳句 33 新舞踊・八重桜 新舞踊

3 熊野短歌・俳句の会
短歌、俳
句 34 婦中相撲甚句会 相撲甚句

4 ふれあい読書会 読書会 35 ハーモニカサークル「はばたき」 ハーモニカ

5 大沢野読書会 読書会 36 朝日民謡体操教室 民謡 8

6 ともしび読書会 読書会 2 37 千鳥の会 民謡

7 らっこの会 読書会 38 富山玲声民謡研究会 民謡

8 文学に親しむ会 読書会 39 綾の会 民謡

歴史・郷土 活動種目 紹介頁 40 山彦民謡会
民謡、三味
線

9 いきいき古刹探訪サークル 古刹探訪 2 41 オカリナ詩音 オカリナ 9

10 富山県「城」同好会 城、歴史 42 エスポワール ギターアンサンブル クラシックギ
ター合奏

11 ふるさと探訪同好会
名所旧跡
等探訪 3 43 調（メロディー） 尺八・箏

12 富山県民カレッジ友の会「雷鳥」富山支部
歴史、文
学散歩等 44 さつき会 大正琴

13 えっちゅう歴史かたりサークル 歴史探訪 45 大正琴 シクラメン教室 大正琴

音楽・芸能 活動種目 紹介頁 46 速星さつき会 Ａ組 大正琴 10

14 楽しく歌いましょう会 合唱 3 47 つゆくさ 大正琴

15 みんなで歌おう会 合唱 48 豊友会 大正琴

16 やさしい合唱教室 合唱 4 49 エコーズ上滝 ハーモニカ

17 フォークサークル ひだまり 合唱 50 喜楽ハーモニカバンド ハーモニカ

18 エコー山室 合唱 51 ハーモニカサークルまんさく ハーモニカ 11

19 呉羽歌謡サークル カラオケ 52 ハーモニカ同好会ふれんず
ハーモニカ
演奏

20 神明カラオケ同好会 カラオケ 53 五月会
民謡、三味
線

21 カラオケめぐみ会 カラオケ 5 54 桜寿会 民謡、三味線
尺八

22 月曜会 カラオケ 55 富山指笛倶楽部 指笛演奏

23 熊野カラオケサークル カラオケ 56 富山県東部アマチュア・マジシャンズ・クラブ 手品 12

24 朗吟会 詩吟 57 長寿ふれあいマジック同好会 手品

25 朝日詩吟教室 詩吟 58 「富山市女性ボランティア」あかり小劇場
人形劇、マ
ジック

26 呉山岳風会 四方東教場 詩吟 59 いきいき腹話術研究会 腹話術

27 呉山岳風会 四方教場 詩吟 6 60 吟舞会 剣詩舞

28 一声吟詠会 かたかごサークル 詩吟 61 渋川流剣詩舞道菊帆会（牛島教場） 剣舞、詩舞 13

29 富立吟詠会 詩吟 62 婦中吟和会 詩吟
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63 おとのわ 尺八と箏サークル 尺八・箏 13 94 花遊々クラブ 生花 19

64 南寿荘日曜ダンス同好会
社交ダン
ス 95 浜黒崎公民館 絵手紙教室 絵手紙

65 ダンスサークルさくら会
社交ダン
ス 96 水橋東部公民館　絵手紙サークル 絵手紙

66 スポーツダンス「やよい会」
社交ダン
ス 14 97 奥田公民館 押花教室 押花

67 社交ダンス・レインボー
社交ダン
ス 98 写真を楽しむ会 写真 20

68 花みず・きダンス・サークル
社交ダン
ス 99 布あそび 手芸

69 熊野ダンスサークル
社交ダン
ス 100 和紙ちぎり絵サークル ちぎり絵

70 石金民舞会
新舞踊、
日本舞踊 101 ちぎり絵サークル ちぎり絵

71 いきいき越中玉すだれサークル
玉すだれ
演技 16 102 和田華穂 ちぎり絵教室 ちぎり絵

72 女性の会（日舞教室）勘松会 日本舞踊、新
舞踊 103 太田編み物教室 手編み 21

73 人形劇団コッコ 人形劇 104 ゆう楽焼 陶芸

74 いきいき アロハ フラサークル
ハワイアン
ダンス 105 版画を楽しむ会（通称：きつつき会） 版画

75 華くれない
ハワイアン
フラ 106 細川流盆石　竹茂舘

盆石（砂
絵） 22

76 ひまわり
フォークダ
ンス 16 生活文化・趣味・教養 活動種目 紹介頁

77 紅葉会 舞踊 107 囲碁愛好会 囲碁 22

78 南ことぶき 華晴会 舞踊体操 108 宮川囲碁教室 囲碁

79 ルナヴァイレレフラサークル フラダンス 109 奥田校下長寿会連合会囲碁部会 囲碁

80 カウラナ・ナニ・ホーク フラダンス 110 速星囲碁教室 囲碁

81 ハラウ・マウロア フラダンス 17 111 草島囲碁クラブ 囲碁 23

82 松乃会 松葉教室 民踊 112 鵜坂囲碁クラブ 囲碁

83 こぶしの会
民謡を主と
した踊り 113 光陽囲碁・将棋会 囲碁、将棋

84 剣詩舞天黎会
剣舞、詩
舞 114 五福公民館　囲碁・将棋サークル 囲碁・将棋

85 さわやかボランティア踊りの会 新舞踊 115 いきいき麻雀サークル 麻雀

美術・工芸 活動種目 紹介頁 116 花森散歩の会
自然（植
物）観察 24

86 やさしいパステルアート 絵 18 117 神保老人クラブ 一般教養

87 紫峰会 絵画 118 ゆずの会
生活交流
（旅行）

88 陶芸サークル 陶芸 119 とやま美の友の会 美術鑑賞

89 南寿書道同好会 書道 120 ふるさと学級「くれは楽友会」 生涯学習

90 てならい会 書道 121 堀川さわやかクラブ 折り紙、手まり
づくり、体操 25

91 朝日書道クラブ 書道 19 122 ふるさと学級 健康づくり、小
物、教養

92 いけ花教室 生け花 123 はつらつ学びのリーダー会
講演会・見
学会

93 ひまわり 生花 124 山室茶遊会 茶道
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125 みどりの会 茶道 25 158 ３Ｂ体操 五福教室 ３Ｂ体操 32

126 南寿荘 抹茶教室 茶道 26 159 3Ｂ体操 大広田教室 ３Ｂ体操

127 五福茶道クラブ 茶道 160 ハッピクラブ ３Ｂ ３Ｂ体操

128 はまくろさき手話サークル 手話 161 大広田地区センター ３Ｂ体操 ３Ｂ体操 33

129 ニコニコパソコンクラブ パソコン 162 すこやか３Ｂ ３Ｂ体操

130 上滝パソコンサークル パソコン 163 星井町公民館 ３Ｂ体操 ３Ｂ体操

131 パソコンでもやってみよう会 パソコン 27 164 浜黒崎 ３Ｂ体操 ３Ｂ体操

132 文珠寺パソコンクラブ パソコン 165 デイハ寒江 教室 ３Ｂ体操

133 とやま語りの会
民話の語り、絵本
の読み語り、民話
劇

166 富山社会人大楽塾・元気シニア応援ネット
笑顔健康
体操 34

健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁 167 ハッピーサークル
歌謡体操
等

134 ＶＩＴＡ 婦中テニスクラブ
硬式テニ
ス 27 168 さわやかサークル

ｽﾄﾘｯﾁ・ﾘｽﾞ
ﾑ体操

135 ＶＩＴＡ 富山テニスクラブ
硬式テニ
ス 169 やまだお元気クラブ 体操

136 みなみスポーツクラブ テニスサークル
硬式テニ
ス 28 170 あしたば会 体操

137 四方友遊会
パークゴ
ルフ 171 清辰会 体操 35

138 ひまわりフレッシュテニスクラブ
フレッシュ
テニス 172 文殊寺たっしゃ会 体操

139 エイトアイズ
フレッシュ
テニス 173 長寿健康体操クラブ 体操

140 東富山フレッシュクラブ
フレッシュテニ
ス、ラージボール
卓球他

174 ビバ・ボウリングクラブ ボウリング

141 いきいきペタンクサークル ペタンク 29 175 堀川老人ヨガ同好会 ヨガ

142 室牧ペタンクサークル ペタンク 176 水橋東部シルリハ体操の会
リハビリ体
操 36

143 水橋卓友会 ラージボール
卓球 177 ラベンダー ダンス

144 山室ラバーズ ラージボール
卓球 178 フォークダンス愛好会

フォークダ
ンス

145 和合クラブ
ラージボー
ル卓球 179 リボンサークル

フォークダ
ンス

146 富山ビタクラブ
ラージボー
ル卓球 30 180 いきいきカローリングサークル

カローリン
グ

147 Ｅ・Ｔクラブ（エンジョイ卓球クラブ）
ラージボー
ル卓球 181 ＶＩＴＡ　運動療法自彊術サークル 自彊術 37

148 富山卓友クラブ
ラージボー
ル卓球 182 さわやかディスコン・サークル ディスコン

149 山室地区センター リズム体操
ﾘｽﾞﾑ体操,
ストレッチ 183 総曲輪ディスコンサークル ディスコン

150 いきいき見て歩きサークル
ウオーキ
ング 184 常盤台ユニカール同好会 ユニカール

151 太極拳・星のかがやき 太極拳 31 185 富山ユニカールクラブ ユニカール

152 太極拳・木蘭（ムーラン） 太極拳 186 総曲輪ユニカールサークル ユニカール 38

153 四方太極拳クラブ 太極拳 187 温泉ウオーククラブ
ウオーキン
グ

154 ＶＩＴＡ太極拳クラブ 太極拳 188 ＶＩＴＡ富山ノルディックウォーククラブ
ウオーキン
グ

155 キラキラ会 太極拳 189 ＶＩＴＡ 富山ウオーキングサークル
ウオーキン
グ

156 太田っしゃ太極拳 太極拳 32 190 元気会 ウオーキング、
卓球ほか

157 福沢３Ｂ体操 ３Ｂ体操 191 山歩サークル 山岳登山 39
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192 いきいきウオーキング＆ジョギング ジョギング、ウ
オーキング 39 25 高岡ギターアンサンブル

クラッシッ
クギター 44

地域活動・ボランティア 活動種目 紹介頁 26 西五位公民館三味線教室 三味線 45

193 ながれすぎ光風苑「ふれあい喫茶」グループ
苑内喫茶
等 39 27 大正琴サークル かたかご教室 大正琴

194 富山湾海岸をきれいにする活動の会 海岸清掃 28 大正琴 コスモス会 大正琴

195 ハーモニーシルバー
ボランティ
ア 29 カトレア会 大正琴

30 琴鶴会西五位教室 大正琴

【高岡市】 31 大正琴教室 寿すずらん会 大正琴 46

語学・文学・読書 活動種目 紹介頁 32 なの花会 大正琴

1 Toyama chinese chat（トヤマチャイニーズチャット） 中国語 40 33 ひまわり会 大正琴

2 対岸俳句会 俳句 34 お琴教室 弾琴

3 ひまわり句会 俳句 35 ハーモニー千保（ハーモニカ） ハーモニカ

4 といで婦人読書会 読書会 36 ハーモニックやまぼうし ハーモニカ 47

5 中田町読書会 読書会 37 ハーモニカアンサンブル四番街のマリー ハーモニカ

6 読みなかま 読書会 41 38 イ・レガーミ
バンド（演
奏）

7 伏木読書会 読書会 39 柊会（ひいらぎかい） 和箏

8 高岡婦人読書会 読書会 40 万葉手品同好会 マジック

9 日和会 俳句 41 ダンスサークルあけぼの 社交ダンス 48

歴史・郷土 活動種目 紹介頁 42 フレッシュスタイル 社交ダンス

10 戸出を知る会 生涯学習 41 43 万葉ＳＤ同好会 社交ダンス

音楽・芸能 活動種目 紹介頁 44 伏木老人福祉センター 社交ダンス教室 社交ダンス

11 ザ・あんぽんたん うた・踊り・マ
ジック・太鼓他 42 45 若波流 若希会 日本舞踊

12 いわせのコーラス 合唱 46 成美フォークダンスサークル
フォークダ
ンス 49

13 和寿の会 歌謡舞踊 47 扇流 寿々蘭会
民舞、新舞
踊

14 すずらん健唱会 カラオケ 48 藤久会 民踊

15 音女会 コーラス 49 謡曲 吉雲会 謡曲

16 東五位吟詠会 詩吟 43 美術・工芸 活動種目 紹介頁

17 さくら吟詠会 詩吟 50 墨友会 水墨画 49

18 廣陽会 詩吟 51 あけぼの会 書道 50

19 流水吟詠会 詩吟 52 実用書道 書道

20 有磯会 素謡（宝生流
謡曲） 53 吉川華舟かな書道教室 書道

21 高岡鳩の会ｳｲﾝｸﾞ・五音鼓合唱団
中国語、
合唱 44 54 ひまわりの会 絵手紙

22 幸謡会 民謡 55 あけびの会 絵手紙

23 成美公民館 民謡・三味線サークル
民謡、三
味線 56 折鶴、折り紙教室 折り紙 51

24 フレツシュ民踊 民踊 57 ＮＰＯ法人茶道「清風の会」 茶道・華道
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58 立野手芸クラブ 手芸 51 90 かたかご太極拳クラブ 太極拳 57

59 古布小物教室 手芸 91 伏木老人福祉センター 太極拳 太極拳 58

60 手芸サークル 手芸 92 いきいき脳トレクラブ 脳トレ

61 成美ちぎり絵サークル ちぎり絵 52 93 大滝公民館 気功教室 気功

62 和紙ちぎり絵教室 ちぎり絵 94 ３Ｂ体操 能町教室 ３Ｂ体操

63 西陵会 篆刻 95 伏木老人福祉センター なかよし体操 健康体操

64 伏木老人福祉センター 水引工芸教室 水引 96 越中にこにこ真向会
ストレッチ
体操 59

生活文化・趣味・教養 活動種目 紹介頁 97 ３Ｂビユーテイ―UP横田
ストレッチ
体操

65 福岡地域囲碁同好会 囲碁 52 98 成美公民館 楽らく体操 体操

66 成美公民館 囲碁サークル 囲碁 53 99 筋力トレーニング教室 体操

67 西部囲碁サークル 囲碁 100 越中にこにこ真向会 西五位公民館教室 体操

68 高岡市寿大学 一般教養 101 伏木体力づくりクラブ 体操 60

69 戸出ふれあい学級 生涯学習 102 博労公民館 ヨガ ヨガ

70 手芸教室（ローズの会） 手芸 103 東洋健康体操アダージォ ヨガ

71 茶道サークル 茶道 54 104 高岡カローリングクラブ
カローリン
グ

72 伏木老人福祉センター 茶道教室 茶道 105 自彊術サークル 自彊術

健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁 106 下関地区老連　シヤッフルボード同好会
シヤッフル
ボード 61

73 横田公民館卓球サークル 卓球 54 107 すまいるディスコン ディスコン

74 福岡名球会 軟式野球 108 高岡ステップクラブ
ウオーキン
グ

75 旭町ビーチボールクラブ
ビーチ
ボール 109 古城ウオーク＆ジョグクラブ ウオーキング、

ジョギング

76 ＢＢＣ　ビーチボールクラブ
ビーチ
ボール 55 地域活動・ボランティア 活動種目 紹介頁

77 ＦＴＣ伏木クラブ
フレッシュ
テニス 110 伏木地区ボランティアかたかごグループ

給食、手芸、芸
能等 61

78 大滝地区ペタンク協会 ペタンク 111 高岡らっこの会
子育て支
援、読書 62

79 西五位地区ペタンク協会 ペタンク 112 音訳ボランティア グループあかね
福祉ボラン
ティア

80 高岡古城クラブ ラージボール
卓球

81 フラワーズ ラージボール
卓球 56 【魚津市】

82 ＬＢほたる ラージボール
卓球 歴史・郷土 活動種目 紹介頁

83 高岡いきいき円卓会 ラージボール
卓球 1 魚津歴史同好会 研究探訪 62

84 さわやかクラブ ラージボール
卓球 音楽・芸能 活動種目 紹介頁

85 ＮＰＯ法人 生命の貯蓄体操普及会 気功 2 詩吟神風流 神飈会 本江教場 詩吟 62

86 健康湯めぐりサークル
健康（温
泉） 57 3 新川相撲甚句会 相撲甚句

87 元気はつらつ教室 健康、スポーツレ
クリエーション 4 ギターサークル姫恕音 ギター 63

88 太極拳サークル・ぶどうの会 太極拳 5 フレシュ社交ダンス ポールルーム
ダンス

89 悠々太極拳サークル 太極拳 6 ハッピーダンス 社交ダンス
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7 モーハラ プア エルア サークル フラダンス 63 15 氷見ユニカール同好会 ユニカール 68

美術・工芸 活動種目 紹介頁

7 魚津市老人クラブ水墨画教室 水墨画 63 【滑川市】
8 ボワの会 油彩画 64 語学・文学・読書 活動種目 紹介頁

9 かづみ野遊彩会 油彩画等 1 滑川市古典講読
古典、読書
会 68

10 書道教室 書道 2 滑川読書会 読書会 69

11 華道サークル すずらん会 生け花 音楽・芸能 活動種目 紹介頁

12 華道 桃の会 生花 3 滑川市詩吟教室 詩吟 69

健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁 4 大正琴　琴友会 大正琴

13 魚津市村木卓球愛好会 ラージボール
卓球 65 美術・工芸 活動種目 紹介頁

14 新川卓球愛好会 ラージボール
卓球 6 滑川市くらしの窓 油絵教室 油絵 69

15 本江リズム体操サークル
リズム体
操 7 折りの会 折り紙

16 上野方カローリング愛好会
カローリン
グ 生活文化・趣味・教養 活動種目 紹介頁

8 滑川囲碁倶楽部 囲碁 70

【氷見市】 9 将棋サークル滑川 将棋

語学・文学・読書 活動種目 紹介頁 10 滑川将棋クラブ 将棋

1 氷見川柳会 川柳 65 健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁

2 海潮短歌会 短歌 66 11 サンクラブ
ビーチボール、フ
レッシュテニスほ
か

70

3 高志俳句会 俳句 12 滑川太極拳愛好会 太極拳

4 サークルシュガー 読書会 13 ラージサークル ラージボール
卓球 71

5 ねむの会 読書会 14 スカイフォークダンスサークル
フォークダ
ンス

6 有磯吟社 俳句 15 花時計
フォークダ
ンス

歴史・郷土 活動種目 紹介頁 16 滑川市老連カローリング同好会
カローリン
グ

7 氷見市立博物館友の会 その他 67

音楽・芸能 活動種目 紹介頁 【黒部市】
8 男声合唱団ひみ 合唱 67 語学・文学・読書 活動種目 紹介頁

9 は～とふるカメリア オカリナ 1 峡谷俳句会 俳句 71

10 正派 柊会 筝曲 歴史・郷土 活動種目 紹介頁

美術・工芸 活動種目 紹介頁 2 黒部の古文書を読む会 古書 72

11 かな書道 かささぎ会 書道 67 音楽・芸能 活動種目 紹介頁

健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁 3 琴伝流大正琴 グループひまわり 大正琴 72

12 朝日南部パークゴルフ同好会
パークゴ
ルフ 68 4 ひまわり民舞会

民舞、歌謡
舞踊

13 氷見いきいきカローリング同好会
カローリン
グ 5 黒部民謡友の会 民謡民舞

14 氷見市グランドゴルフ協会
グラウン
ド・ゴルフ 6 クロベ尺八の会 尺八
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7 黒部マンドリンアンサンブル マンドリン 73 9 すずらんサークル 大正琴 77

8 レッツダンス 黒部
社交ダン
ス 10 トゥインクル・スターズ ハーモニカ 78

9 渋川流剣詩舞道椿剣扇会
剣舞、詩
舞 11 砺波市老連ダンス教室 スポーツダン

ス・ワルツ他

10 わかば会
社交ダン
ス 12 渋川流剣詩舞道剣楓会 山野教場 剣舞、詩舞

11 ストレッチ教室 A
社交ダン
ス 美術・工芸 活動種目 紹介頁

12 黒部 踊楽会
社交ダン
ス 74 13 墨雅会 墨彩画 78

13 フラ・レアくろべ フラダンス 14 さくら教室 書道

美術・工芸 活動種目 紹介頁 15 華クラブ 華道 79

14 紬の会（きものリフォーム教室）
着物リ
フォーム 74 生活文化・趣味・教養 活動種目 紹介頁

15 くろべ陶芸友の会 陶芸 16 高波高齢者学級 一般教養 79

16 ナインパッチ
パッチワー
ク 17 らんじょ浮世亭 講話、音楽、体

操等多岐

生活文化・趣味・教養 活動種目 紹介頁 18 富山県民カレッジ友の会「雷鳥会」砺波支部 総合学習

17 前沢囲碁同好会 囲碁 75 19 砺波市盆草協会
盆栽、山野
草

健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁 健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁

18 なごみ会 体操 75 20 ＶＩＴＡ砺波テニスクラブ 硬式テニス 80

19 KUROBEスポーツファミリー
各種ス
ポーツ 21 砺波市高波体育館 フレッシュテニス

フレッシュ
テニス

20 鷹田太極拳教室 太極拳 22 油田ペタンククラブ ペタンク

21 ゆったり体操 すわって太極拳 太極拳 23 TONAMI太田ペタンクの会 ペタンク

22 黒部市立中央公民館 かんたんストレッチ
ストレッチ
体操 76 24 砺波ビタクラブ ラージボール

卓球

25 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ ３Ｂ体操 81

【砺波市】 26 いきいき３Ｂ
カローリン
グ

語学・文学・読書 活動種目 紹介頁 27 砺波市太田地区カローリングクラブ
カローリン
グ

1 いなご句会(蝗句会、五七五句会） 俳句 76 28 五鹿屋カローリングクラブ
カローリン
グ

2 読んで語る会 読書会 29 高波カローリングクラブ
カローリン
グ

歴史・郷土 活動種目 紹介頁 30 油田カローリングクラブ
カローリン
グ 82

3 えんなか会
文化財維
持管理 76 31 砺波市グラウンド・ゴルフ協会

グラウン
ド・ゴルフ

音楽・芸能 活動種目 紹介頁 32 砺波市油田グラウンドクラブ
グラウン
ド・ゴルフ

4 光吟会 詩吟 76 33 高波グランドゴルフクラブ
グラウン
ド・ゴルフ

5 となみ北詠会 詩吟 77 34 栴檀山ターゲットバードゴルフ部 ターゲットバー
ドゴルフ

6 民桂会
合唱、民
謡 35 となみ野ウオーキングクラブ

ウオーキン
グ 83

7 ふみ乃会 大正琴 地域活動・ボランティア 活動種目 紹介頁

8 葵の会 大正琴 36 めばえの会 児童文学、読
書会 83
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37 せせらぎ会 施設慰問 83 【南砺市】
語学・文学・読書 活動種目 紹介頁

【小矢部市】 1 川柳つぼみの会 川柳 87

語学・文学・読書 活動種目 紹介頁 音楽・芸能 活動種目 紹介頁

1 ロアゾ・ブルーの会 読書会 83 2 高瀬カラオケ愛好会 カラオケ 88

2 おやべ読書会 読書会 3 詩吟に親しもう会 詩吟

歴史・郷土 活動種目 紹介頁 4 五箇山深山会 民謡

3 ふるさと学園
歴史（縄
文） 84 5 ふるさと民謡会 民謡

音楽・芸能 活動種目 紹介頁 6 さわらび会 民踊

4 けんこう演歌教室 歌唱 84 7 翠苑会 民踊 89

5 埴生吟詠会 詩吟 8 民踊の会「赤霄会」 民踊

6 洽聲会(こうせいかい） 雅楽 9 大正琴クラブ初音会 大正琴

7 民踊かざぐるま 民踊 10 バルーンアート　ユメ
バルーン
アート

8 隆扇会
謡曲、仕
舞 85 11 風音会（かざね）

越中おわ
ら踊り

美術・工芸 活動種目 紹介頁 12 コール・ノイエ 合唱 90

10 絵手紙サークル やぶ椿 絵手紙 85 13 石黒ＨＵＬＡボーイず
ハワイアン
フラ

11 小矢部市生涯学習、洋裁セミナー
洋裁、和
裁 14 志良ゆり会 民踊

生活文化・趣味・教養 活動種目 紹介頁 15 玉成会 民踊

12 料理クラブ 料理講習 85 16 翔の会 新舞踊　民踊、
健康体操

健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁 美術・工芸 活動種目 紹介頁

13 シニアピンポンクラブ 卓球 85 17 墨苗会 墨彩画 91

14 コスモスの館
軽スポー
ツ 86 18 すみの会 書道

15 よりあいひろま
軽スポー
ツ 19 絵手紙サークル 野の花会 絵手紙

16 おやべスポーツクラブ 初級太極拳教室 太極拳 20 高瀬菊友の会 菊づくり

17 ３Ｂ クラブ ３Ｂ体操 21 福野北部切り絵同好会 切り絵

18 水島３Ｂ体操教室 ３Ｂ体操 生活文化・趣味・教養 活動種目 紹介頁

19 生命の貯蓄体操 松沢教室 健康体操 87 22 鶴友会健康麻雀クラブ 健康麻雀 92

20 メンズウオーキングの会
ウオーキ
ング 23 富山県ユースホステル協会 自然観察

地域活動・ボランティア 活動種目 紹介頁 24 広瀬舘 煎茶教室 煎茶道

21 正得公民館 園芸クラブ 園芸 87 健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁

22 食生活改善推進協議会 正得支部 食生活 25 城端ゲートボール
ゲートボー
ル 92

26 広瀬ゲートボールクラブ
ゲートボー
ル

27 福光卓愛会 卓球 93

市町村別目次

8



28 城端パークゴルフ協会
パークゴ
ルフ 93 18 大江琴友会 琴 98

29 たちまち（立待）の会
フレッシュテニ
ス、ラージボール
卓球

19 大正琴 はまなす 大正琴 99

30 福光ペタンク協会 ペタンク 20 琴生流大正琴堀岡教室　なでしこ会 大正琴

31 南砺市石黒ペタンククラブ ペタンク 21 ＴＡＤＫⅡダンススポーツクラブ
ダンスス
ポーツ

32 太極拳を楽しむ会 太極拳 94 22 アヒエ・ホアラウナ フラダンス

33 ＩＯＸ（イオックス）スマイル３Ｂ ３Ｂ体操 23 天蕙会 剣詩舞

34 石黒貯筋教室
筋肉体
操、脳トレ 24 詩吟教室 詩吟 100

35 骨盤体操教室 骨盤体操 25 社交ダンス教室 社交ダンス

36 健康体操＆サロン 体操 26 尚瑩会 新舞踊

37 広瀬舘カローリング部会
カローリン
グ 95 27 ふじ乃会 新舞踊

38 石黒カローリングクラブ
カローリン
グ 28 潮梅会 新舞踊

29 本江ハイビスカスの会 フラダンス 101

【射水市】 30 堀岡民謡教室 民踊

語学・文学・読書 活動種目 紹介頁 31 なでしこ教室
民踊、新舞
踊

1 大門 川柳の会 川柳 95 32 七美雅会 民舞

2 漢詩に親しむ会 漢詩 33 櫛田さくら民踊教室 民踊

3 文章サロン 読書会 美術・工芸 活動種目 紹介頁

4 玉鉾読書会（たまほこどくしょかい） 読書会 96 34 下村書道教室 書道 102

5 小杉読書会 読書会 35 大島コミュニティセンター 書道サークル 書道

歴史・郷土 活動種目 紹介頁 36 絵手紙サークルO-ＳＨＩＭＡ 絵手紙

6 新湊古文書に親しむ会 古文書 96 37 海老江コミュニティセンター 絵手紙教室 絵手紙

音楽・芸能 活動種目 紹介頁 38 押花サークル 押花

7 スコッパーズ
演奏（ス
コップ） 96 39 古布小物づくり

小物・洋服
づくり 103

8 なぎさ会 合唱 40 三ケパッチワークサークル 手芸

9 櫛田童謡クラブ 合唱 97 41 和紙 ちぎり絵サークル ちぎり絵

10 三ケ童謡の会 合唱 42 ふれあい陶芸教室 陶芸

11 本江うたわんまいけ 合唱 43 海老江 古着リフォーム教室
古着リ
フォーム

12 海老江カラオケクラブ・すずらん カラオケ 生活文化・趣味・教養 活動種目 紹介頁

13 こまどり会 カラオケ 44 作道公民館 囲碁教室 囲碁 104

14 浅井ひまわり教場 詩吟 98 45 三ケ囲碁同好会 囲碁

15 大島コミュニティセンター 詩吟サークル 詩吟 46 ＮＰＯ法人自然環境ネットワーク射水市ビオトープ協会 自然環境

16 オカリナ教室 なでしこグループ オカリナ 47 富山の名水を守る会 自然環境

17 ミュージックベル　はなみずき 楽器演奏 48 美味しんぼクラブ 料理
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49 高栄会 煎茶道 105 4 歩好会→歩昂会→歩攻会 歩こう会 110

50 大江パソコン教室 パソコン

51 パソコン　１（いち） パソコン 【立山町】
健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁 健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁

52 レディース奈呉ソフトテニスクラブ
ソフトテニ
ス 105 1 さざんかＦＴＣ

フレッシュ
テニス 110

53 三ケパークゴルフ同好会
パークゴ
ルフ 2 めだか卓球クラブ

ラージボー
ル卓球

54 みしまの卓球クラブ ラージボール
卓球 106 3 卓愛会

ラージボー
ル卓球 111

55 みしまのＶＩＴＡクラブ ラージボール
卓球 4 ３Ｂ体操ほがらか会 ３Ｂ体操

56 太極拳友の会 太極拳

57 太極拳サークル 太極拳 【入善町】
58 太極拳友の会 太極拳 語学・文学・読書 活動種目 紹介頁

59 ありそクラブ 軽度ストレッ
チ、筋トレ 107 1 英会話サークル 英会話 111

60 自彊術健康体操 健康体操 2 入善耀短歌会 短歌

61 健康体操教室 健康体操 3 チューリップ句会 俳句

62 大江いきいき体操サークル 体操 4 泉 俳句会 俳句 112

63 フレンドリーサークル
脳トレ、筋
トレ 5 すばる読書会 読書会

64 ハタ・ヨーガ ヨーガ 108 歴史・郷土 活動種目 紹介頁

65 スワンの会
フォークダ
ンス 6 入善町ふるさと学習会

古文書学
習等 112

66 射水市カローリング協会
カローリン
グ 7 新屋地域歴史文化研究会

歴史文化
研究

67 戸破長寿会協議会カローリング愛好会
カローリン
グ 8 民話を語る 青い鳥の会

紙芝居（民
話）

68 軽スポーツ体験
カローリン
グ 音楽・芸能 活動種目 紹介頁

69 射水市大島グラウンド・ゴルフ協会
グラウン
ド・ゴルフ 109 9 こぶしカラオケ愛好会 カラオケ 113

70 射水市大江グラウンドゴルフサークル
グランウ・
ドゴルフ 10 入善カラオケ教室 カラオケ

71 ユニカール小杉
ユニカー
ル 11 入善吟詠会 詩吟

地域活動・ボランティア 活動種目 紹介頁 12 富山丈部吟詠会舟見教場 詩吟

72 ボランティアグループ　翠の会 環境美化ボラ
ンティア 109 13 渋川流剣詩舞道 美真会 舟真教場 詩吟

14 渓流吟詠 吟蜃会清流 詩吟 114

【上市町】 15 奏の会 二胡

語学・文学・読書 活動種目 紹介頁 16 入善マジック愛好会 マジック

1 上市町読書会 読書会 109 17 なぎさ おわら会
越中おわ
ら踊り

健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁 18 民謡、歌謡友の会 踊り、歌謡（カ
ラオケ）

2 新川テニスクラブ
硬式テニ
ス 110 19 舟見小唄の会 郷土芸能 115

3 上市太極拳同好会 太極拳 20 ひまわりサークル 社交ダンス
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21 ダンス・バラの会
社交ダン
ス 115 10 佐味墨游硯友書道会 書道 120

22 入善盆音頭同好会
盆踊り、音
頭とり 11 四季彩（絵手紙サークル） 絵手紙

美術・工芸 活動種目 紹介頁 12 オアシス会
フラワーア
レジメント

23 入木会 書道 115 健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁

24 入善町菊花会 菊栽培 116 13 朝日町太極拳愛好会 太極拳 120

生活文化・趣味・教養 活動種目 紹介頁

25 入善町囲碁クラブ 囲碁 116

26 入善将棋クラブ 将棋

27 入善町手話サークルこぶしの会 手話

健康・スポーツ・レクリエーション 活動種目 紹介頁

28 入善町パークゴルフ協会
パークゴ
ルフ 116

29 入善風車パークゴルフ愛好会
パークゴ
ルフ 117

30 舟見空手道教室 空手

31 ゆったり太極拳 太極拳

32 心体の基礎作り体操 青木教室 健康づくり

33 越中にこにこ真向会
ストレッチ
体操

34 ニコニコ体操 体操 118

地域活動・ボランティア 活動種目 紹介頁

35 入善町婦人ボランティア連絡協議会 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 118

【朝日町】
語学・文学・読書 活動種目 紹介頁

1 長興寺梅花講 御詠歌 118

2 あさひ短歌会 短歌

3 森俳句会 俳句

音楽・芸能 活動種目 紹介頁

4 コールあさひ 合唱 119

5 ぽっぽの会 オカリナ

6 フラ、オ、ホヌホヌ フラダンス

7 かたばみ会
歌謡、舞
踊

8 朝日民舞会 民舞

美術・工芸 活動種目 紹介頁

9 みんなで日曜画家 油絵 120
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