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美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

 

 

 

ちぎり絵サークル 活動種目 ちぎり絵 

活動回数・日時 月1回 第四（金）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 水橋東部公民館 
活動範囲 

富山地域 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

和田華穂 ちぎり絵教室 活動種目 ちぎり絵 

活動回数・日時 月2回 第二第四（木）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 倉垣公民館 
活動範囲 

 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

太田編み物教室 活動種目 手編み 

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） 太田公民館 
活動範囲 

 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 太田公民館 電話 076-492-0598 

ゆう楽焼 活動種目 陶芸 

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） 老人福祉センターやくし荘 
活動範囲 

富山市 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 老人福祉センターやくし荘 電話 076-483-3262 

版画を楽しむ会（通称：きつつき会） 活動種目 版画 

活動回数・日時 月2回 （月）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 柳町公民館 
活動範囲 

県内、富山市内 

会費等 入会金1,000円、月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

 

 

 

細川流盆石 竹茂舘 活動種目 盆石（砂絵） 

活動回数・日時 週１回（木）9：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 講師宅 
活動範囲 

県内一円 

会費等 入会金4,000円、月7,000円 

問合せ先名称  電話  

囲碁愛好会 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週1回（月）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 四方地区センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 なし 

問合せ先名称 四方地区センター 電話 076-435-0002 

宮川囲碁教室 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週1回 （土）18：00～22：00 

主な活動場所（施設名） 宮川コミニティセンター 
活動範囲 

宮川地区及び県内 

会費等 入会金1,000円、年1,000円 

問合せ先名称  電話  

奥田校下長寿会連合会囲碁部会 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週3回 （月）（水）（金）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 富山市奥田公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金2,000円、年3,000円 

問合せ先名称  電話  

速星囲碁教室 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週1回 （火）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

速星校区と富山市内一円 

会費等 入会金1,000円、年1,000円 

問合せ先名称  電話  
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生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

 

 

 

草島囲碁クラブ 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週4回 （土）（日）13：30～18：00 

主な活動場所（施設名） 富山市草島地区センター 
活動範囲 

 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

鵜坂囲碁クラブ 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週1回 （土）9：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 鵜坂公民館 
活動範囲 

鵜坂校区 

会費等 入会金2,000円、年2,000円 

問合せ先名称  電話  

光陽囲碁・将棋会 活動種目 囲碁、将棋 

活動回数・日時 月3回 （木）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 光陽地区センター 
活動範囲 

富山市 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

五福公民館 囲碁・将棋サークル 活動種目 囲碁・将棋 

活動回数・日時 週1回 （月）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 富山市立五福公民館 
活動範囲 

参加は県内どこでも 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

いきいき麻雀サークル 活動種目 麻雀 

活動回数・日時 年6回 偶数月10：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 呉羽ハイツ 
活動範囲 

県内 

会費等 年2,000円、参加費各回4,000円 

問合せ先名称  電話  
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生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

 

 

 

花森散歩の会 活動種目 自然（植物）観察 

活動回数・日時 年4回 9：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 県内、隣県 
活動範囲 

隣接県（石川県、岐阜県含

む） 会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

神保老人クラブ 活動種目 一般教養 

活動回数・日時 年7回 第三（火）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 神保公民館 
活動範囲 

県内 

会費等 年500円 

問合せ先名称  電話  

ゆずの会 活動種目 生活交流（旅行） 

活動回数・日時 月1回 不定期 

主な活動場所（施設名） 豊田公民館 
活動範囲 

豊田地区一円 

会費等 年500円 

問合せ先名称  電話  

とやま美の友の会 活動種目 美術鑑賞 

活動回数・日時 月1回 （水）9：30～14：00 

主な活動場所（施設名） 県内の美術館 
活動範囲 

県内全体の他、年 1回県外

へ 会費等 入会金1,000円、会費年3,000円 

問合せ先名称  電話  

ふるさと学級「くれは楽友会」 活動種目 生涯学習 

活動回数・日時 随時 

主な活動場所（施設名） 呉羽公民館 
活動範囲 

主として呉羽小学校区内 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 富山市呉羽公民館 電話 076-436-5172 
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生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

 

 

 

堀川さわやかクラブ 活動種目 
折り紙、手まりづくり、体

操 

活動回数・日時 月３回(金）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 堀川公民館 
活動範囲 

堀川地区 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

ふるさと学級 活動種目 健康づくり、小物、教養 

活動回数・日時 月1回～2回 不定期 

主な活動場所（施設名） 上滝公民館 
活動範囲 

上滝地区内ほか市内 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 上滝公民館 電話 076-483-1237 

はつらつ学びのリーダー会 活動種目 講演会・見学会 

活動回数・日時 年12回 （土）14：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 県教育文化会館 
活動範囲 

富山県内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

山室茶遊会 活動種目 茶道 

活動回数・日時 月2回 第一第三（月）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 市立山室公民館 
活動範囲 

市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

みどりの会 活動種目 茶道 

活動回数・日時 月2回 第二第四（木）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 草島地区センター 
活動範囲 

富山市草島 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 草島地区センター 電話 076-435-3975 
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生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

 

 

 

南寿荘 抹茶教室 活動種目 茶道 

活動回数・日時 月2回 （木）10：00～12：00、13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 富山市南老人福祉センター 
活動範囲 

富山市南老人福祉センター 

会費等 年4,000円 

問合せ先名称  電話  

五福茶道クラブ 活動種目 茶道 

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） 富山市五福公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

はまくろさき手話サークル 活動種目 手話 

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） 浜黒崎公民館 
活動範囲 

浜黒崎地区内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

ニコニコパソコンクラブ 活動種目 パソコン 

活動回数・日時 月5回 （月）（水）13：00～16：30 

主な活動場所（施設名） cic会館（富山市）、ウイングウイング高岡 
活動範囲 

富山市、高岡市 

会費等 入会金1,500円、年1,000円 

問合せ先名称  電話  

上滝パソコンサークル 活動種目 パソコン 

活動回数・日時 月2回 （水）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 上滝コミュニティセンター 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 なし 

問合せ先名称 上滝コミュニティセンター 電話 076-483-1237 
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生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

 

 

 

パソコンでもやってみよう会 活動種目 パソコン 

活動回数・日時 月2回 第二第四（土）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 大広田・萩浦公民館 
活動範囲 

大広田地区・萩浦地区一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

文珠寺パソコンクラブ 活動種目 パソコン 

活動回数・日時 月2回 （水）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 文珠寺公民館 
活動範囲 

文珠寺公民館 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称 文珠寺公民館 電話 076-483-1633 

とやま語りの会 活動種目 
民話の語り、絵本の読み語

り、民話劇 

活動回数・日時 月8回 （火）から（土）13：30～16：30 

主な活動場所（施設名） 保育所、保育園他 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称  電話  

ＶＩＴＡ 婦中テニスクラブ 活動種目 硬式テニス 

活動回数・日時 週1回 （木）9：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 婦中スポーツプラザコート 
活動範囲 

婦中町 

会費等 月2,500円 

問合せ先名称  電話  

ＶＩＴＡ 富山テニスクラブ 活動種目 硬式テニス 

活動回数・日時 週2回 （水）（金）9：00～13：00 

主な活動場所（施設名） 市体育文化センター 
活動範囲 

 

会費等 入会金1,000円、月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 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

 

 

 

みなみスポーツクラブ テニスサークル 活動種目 硬式テニス 

活動回数・日時 (月)～(金)13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 富山市体育文化センター庭球場 
活動範囲 

同庭球場 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 みなみスポーツクラブ 電話 076-429-5695 

四方友遊会 活動種目 パークゴルフ 

活動回数・日時 週1回 （火）8：45～11：00 

主な活動場所（施設名） 四方公園 
活動範囲 

四方校下 

会費等 入会金300円 

問合せ先名称  電話  

ひまわりフレッシュテニスクラブ 活動種目 フレッシュテニス 

活動回数・日時 週2回 （水）13：30～15：30、（金）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 婦中町公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 入会金1,000円 

問合せ先名称  電話  

エイトアイズ 活動種目 フレッシュテニス 

活動回数・日時 週1回 （金）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 東富山体育館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金500円、月500円 

問合せ先名称 東富山体育館 電話 076-438-7500 

東富山フレッシュクラブ 活動種目 
フレッシュテニス、ラージ

ボール卓球他 

活動回数・日時 週１回 （月）9：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 東富山体育館 
活動範囲 

 

会費等 入会金500円、月500円、年2,000円 

問合せ先名称 東富山体育館 電話 076-438-7500 
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健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツ・レクリェーション 富山市   

 

 

 

 

いきいきペタンクサークル 活動種目 ペタンク 

活動回数・日時 週１回 （水）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 県総合運動公園（屋内グラウンド） 
活動範囲 

富山市 

会費等 年1,000円、月300円 

問合せ先名称  電話  

室牧ペタンクサークル 活動種目 ペタンク 

活動回数・日時 週1回 （金）10：00～11：45 

主な活動場所（施設名） 室牧公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

水橋卓友会 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週1回 （金）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 富山市水橋身体障害者体育センター 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金2,000円、月500円 

問合せ先名称  電話  

山室ラバーズ 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週2回 （月）15：00～17：00（金）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 富山市2000年体育館 
活動範囲 

富山市内全域 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称  電話  

和合クラブ 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週3回 (月)(木)(金)19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 富山市四方小学校体育館 
活動範囲 

富山県内 

会費等 ﾎﾞｰﾙ代1,500円 

問合せ先名称  電話  



30 
 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

健康・スポーツレクリエーション 富山市   

 

 

 

 

富山ビタクラブ 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週1回 （木）15：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 富山市総合体育館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金8,000円、月500円 

問合せ先名称  電話  

Ｅ・Ｔクラブ（エンジョイ卓球クラブ） 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週1回 （火）13：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 勤労身体障害者体育センター 
活動範囲 

勤労身体障害者体育センタ

ー、富山市一円 会費等 入会金1,000円、週100円 

問合せ先名称  電話  

富山卓友クラブ 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週1回 （火）18：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 堀川小学校体育館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 年6,000円 

問合せ先名称  電話  

山室地区センター リズム体操 活動種目 ﾘｽﾞﾑ体操,ストレッチ 

活動回数・日時 月3回 （水）10：00～11：45 

主な活動場所（施設名） 山室地区センター 
活動範囲 

山室校下 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

いきいき見て歩きサークル 活動種目 ウオーキング 

活動回数・日時 年4～5回 

主な活動場所（施設名） 県内各施設、史跡等 
活動範囲 

県内 

会費等 年1,500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 富山市   

 

 

 

 

太極拳・星のかがやき 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週1回 （火）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 速星地区センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

太極拳・木蘭（ムーラン） 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 月3回（月）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 山室地区センター 
活動範囲 

富山市内一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

四方太極拳クラブ 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 月4回 第一～第四（水）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 富山市立四方公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 富山市立四方公民館 電話 076-435-0002 

ＶＩＴＡ太極拳クラブ 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 毎週 (木)13：30～15：00、(金)9：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 富山市総合体育館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

キラキラ会 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 月3回 （土）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 光陽公民館 
活動範囲 

光陽校区 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  
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太田っしゃ太極拳 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週1回 （火）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 太田地区センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

福沢３Ｂ体操 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月４回（月）9：30～11：00 

主な活動場所（施設名） 福沢コミニティセンター 
活動範囲 

富山市東福沢一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 福沢コミニティセンター 電話 076-483-1811 

３Ｂ体操 五福教室 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月2回 第二第四（水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 五福公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金1,000円、月1,000円 

問合せ先名称  電話  

3Ｂ体操 大広田教室 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（月）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 大広田地区センター 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金1,000円、月1,500円 

問合せ先名称  電話  

ハッピクラブ ３Ｂ 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月3回第一第二第四（水）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 鵜坂公民館 
活動範囲 

鵜坂地区内 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  
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大広田地区センター ３Ｂ体操 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 週1回 （火）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 大広田地区センター 
活動範囲 

大広田地区内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

すこやか３Ｂ 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月3回 第二第三第四（月）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 山室公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 入会金1,000円、月2,000円、ほか1,500円 

問合せ先名称  電話  

星井町公民館 ３Ｂ体操 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月3回 第二第三第四（土）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 星井町公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 入会金1,000円、月2,000円 

問合せ先名称  電話  

浜黒崎 ３Ｂ体操 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（木）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 富山市浜黒崎公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

デイハ寒江 教室 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月3回 （木）20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） 寒江公民館 
活動範囲 

寒江地区、呉羽地区 

会費等 月2,000円,保険月100円 

問合せ先名称 寒江公民館 電話 076-434-2680 
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富山社会人大楽塾・元気シニア応援ネット 活動種目 笑顔健康体操 

活動回数・日時 月2回 第二第四（土）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 富山市ボランティアセンター 
活動範囲 

県全域 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

ハッピーサークル 活動種目 歌謡体操等 

活動回数・日時 週1回 （月）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 宮川公民館 
活動範囲 

 

会費等 なし 

問合せ先名称 宮川公民館 電話 076-465-5119 

さわやかサークル 活動種目 ｽﾄﾘｯﾁ・ﾘｽﾞﾑ体操 

活動回数・日時 週4回（月）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 県民会館 練習室 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

やまだお元気クラブ 活動種目 体操 

活動回数・日時 週1回 （木）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 山田公民館 
活動範囲 

山田地域 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

あしたば会 活動種目 体操 

活動回数・日時 月４～5回 毎週（水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 婦中町速星公民館 
活動範囲 

富山市婦中町 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  
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清辰会 活動種目 体操 

活動回数・日時 月4回 （金）10：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 清水町公民館 
活動範囲 

清水町地区内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

文殊寺たっしゃ会 活動種目 体操 

活動回数・日時 週5回 （月）～（金）6：20～6：45 

主な活動場所（施設名） 文珠寺公民館 
活動範囲 

文珠寺地区 

会費等 なし 

問合せ先名称 文珠寺公民館 電話 076-483-1633 

長寿健康体操クラブ 活動種目 体操 

活動回数・日時 月2回 第二第三（月）10：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 星井町公民館 
活動範囲 

原則町内 

会費等 半年3,000円 

問合せ先名称  電話  

ビバ・ボウリングクラブ 活動種目 ボウリング 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）14：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 富山地鉄ゴールデンボール 
活動範囲 

県内一円 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

堀川老人ヨガ同好会 活動種目 ヨガ 

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） 堀川公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 なし 

問合せ先名称 堀川公民館 電話 076-421-0816 
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水橋東部シルリハ体操の会 活動種目 リハビリ体操 

活動回数・日時 週1回 （木）10：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 水橋東部地区センター 
活動範囲 

水橋東部校区内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

ラベンダー 活動種目 ダンス 

活動回数・日時 週1回 （金）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 五番町公民館 大研修室 
活動範囲 

 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

フォークダンス愛好会 活動種目 フォークダンス 

活動回数・日時 月3回 第二第三第四（木）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 堀川地区センター公民館 
活動範囲 

富山市、射水市一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

リボンサークル 活動種目 フォークダンス 

活動回数・日時 週１回 （月）9：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 倉垣公民館 
活動範囲 

倉垣地区内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

いきいきカローリングサークル 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） サンシップとやま 
活動範囲 

 

会費等 入会金1,000円、月1,500円 

問合せ先名称  電話  
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ＶＩＴＡ 運動療法自彊術サークル 活動種目 自彊術 

活動回数・日時 月3回 第二第三第四（火）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） サンシップとやま 
活動範囲 

全域 

会費等 入会金500円、月2,600円 

問合せ先名称  電話  

さわやかディスコン・サークル 活動種目 ディスコン 

活動回数・日時 月3回 第二第三第四（金）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） サンシップとやま 
活動範囲 

全域 

会費等 入会金500円、月1,000円 

問合せ先名称  電話  

総曲輪ディスコンサークル 活動種目 ディスコン 

活動回数・日時 週1回 （土）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 旧総曲輪小学校体育館 
活動範囲 

 

会費等 1回100円 

問合せ先名称  電話  

常盤台ユニカール同好会 活動種目 ユニカール 

活動回数・日時 週2回 （水）（土）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 常盤台公民館 
活動範囲 

 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

富山ユニカールクラブ 活動種目 ユニカール 

活動回数・日時 週1回(土) 9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 新庄公民館 
活動範囲 

 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  
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総曲輪ユニカールサークル 活動種目 ユニカール 

活動回数・日時 週1回 （木）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 旧総曲輪小学校体育館 
活動範囲 

 

会費等 1回200円 

問合せ先名称  電話  

温泉ウオーククラブ 活動種目 ウオーキング 

活動回数・日時 年４～5回 第三（木）日帰り 

主な活動場所（施設名） 県下、近隣県 
活動範囲 

 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

ＶＩＴＡ富山ノルディックウォーククラブ 活動種目 ウオーキング 

活動回数・日時 月2回 第二第四（火）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 県総合運動公園 
活動範囲 

運動公園周回コース・県内

各地公園 会費等 月1,500円（夫婦2,000円） 

問合せ先名称  電話  

ＶＩＴＡ 富山ウオーキングサークル 活動種目 ウオーキング 

活動回数・日時 月1回 （木）9：00～10：00、12：00～13：00 

主な活動場所（施設名） 県内各地 
活動範囲 

主として県内 

会費等 入会金500円、年2,000円、夫婦3,000円 

問合せ先名称  電話  

元気会 活動種目 ウオーキング、卓球ほか 

活動回数・日時 月2回第二第四（水）13：30～15：00 

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 なし、スポーツ保険年1,000円 

問合せ先名称  電話  
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地域活動・ボランティア 富山市   
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地域活動・ボランティア 富山市   

 

 

 

 

山歩サークル 活動種目 山岳登山 

活動回数・日時 年8回（4月～11月）（土）（日）は除く 

主な活動場所（施設名） 北信越の山、北信越方面 
活動範囲 

 

会費等 年2,000円、バス代実費 

問合せ先名称  電話  

いきいきウオーキング＆ジョギング 活動種目 ジョギング、オウーキング 

活動回数・日時 月2回 第一第三（水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 県総合体育センターと周辺 
活動範囲 

 

会費等 入会金500円、年1,000円 

問合せ先名称  電話  

ながれすぎ光風苑「ふれあい喫茶」グループ 活動種目 苑内喫茶等 

活動回数・日時 週2回 第二第四（水）13：30～15：00 週３回（火）（木）（土）14：00～15：00 

主な活動場所（施設名） ながれすぎ光風苑 
活動範囲 

苑内 

会費等 なし 

問合せ先名称 ながれすぎ光風苑 電話 076-424-7005 

富山湾海岸をきれいにする活動の会 活動種目 海岸清掃 

活動回数・日時 月1回 第三（日）8：00～10：00 

主な活動場所（施設名） 岩瀬カナル会館 
活動範囲 

富山市域の海岸、富山湾 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

ハーモニーシルバー 活動種目 ボランティア 

活動回数・日時 週1回 （火）14：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 富山市シルバー人材センター 
活動範囲 

原則富山市 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  


