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美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 射水市   

 

 

 

 

古布小物づくり 活動種目 小物・洋服づくり 

活動回数・日時 月2回 （月）13：30～16：30 

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 

射水市小杉地区 

会費等 都度集金 

問合せ先名称  電話  

三ケパッチワークサークル 活動種目 手芸 

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） 三ケコミニティセンター 
活動範囲 

射水市内 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

和紙 ちぎり絵サークル 活動種目 ちぎり絵 

活動回数・日時 月2回 （木）10：00～12：00（土）14：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 大島コミュニティセンター 
活動範囲 

射水市、富山市 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

ふれあい陶芸教室 活動種目 陶芸 

活動回数・日時 (月)(水)(木)9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 小杉ふれあいセンター 
活動範囲 

射水市ほか 

会費等 一期（３ケ月）9,000円 

問合せ先名称  電話  

海老江 古着リフォーム教室 活動種目 古着リフォーム 

活動回数・日時 月2回 第二第四（水）10：00～15：00 

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 年1,000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 
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生活文化・趣味・教養 射水市   

 

生活文化・趣味・教養 射水市   

 

生活文化・趣味・教養 射水市   

 

生活文化・趣味・教養 射水市   

 

生活文化・趣味・教養 射水市   

 

 

 

 

作道公民館 囲碁教室 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週1回 （木）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 射水市作道コミニティセンター 
活動範囲 

射水市一円 

会費等 入会金1,000円、年1,000円 

問合せ先名称 作道コミニティセンター 電話 0766-82-8462 

三ケ囲碁同好会 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週1回 （木）13：00～17：00 

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 

三ケ地域 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

ＮＰＯ法人自然環境ネットワーク射水市ビオトープ協会 活動種目 自然環境 

活動回数・日時 年30回、参加できる時のみ参加 

主な活動場所（施設名） 県立大学地域連携センター 
活動範囲 

射水市 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

富山の名水を守る会 活動種目 自然環境 

活動回数・日時 年６回（土）9：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 県内全域 
活動範囲 

 

会費等 入会金3,000円、年3,000円 

問合せ先名称 http/www.toyama-meisui.jp 電話  

美味しんぼクラブ 活動種目 料理 

活動回数・日時 月1回 第二（月）10：00～13：00 

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 

海老江地域 

会費等 月1,000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 
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生活文化・趣味・教養 射水市   

 

生活文化・趣味・教養 射水市   

 

生活文化・趣味・教養 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   

 

 

 

 

高栄会 活動種目 煎茶道 

活動回数・日時 月3回 （木）18：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 大島コミｭニティセンター 
活動範囲 

県内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

大江パソコン教室 活動種目 パソコン 

活動回数・日時 月2回 第二第四 （木）13：30～15：30 

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 

地区内 

会費等 入会金3,000円、月3,000円 

問合せ先名称  電話  

パソコン １（いち） 活動種目 パソコン 

活動回数・日時 月2回 第二第四（金）10：00～11：30 

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 

旧小杉町一円 

会費等 月2,000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 

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   

 

地域活動・ボランティア 射水市   

 

語学・文学・読書 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  

ボランティアグループ 翠の会 活動種目 環境美化ボランティア 

活動回数・日時 月1回（木）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 射水市大門庁舎前 
活動範囲 

大門地区内 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

上市町読書会 活動種目 読書会 

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） 上市町図書館 
活動範囲 

上市町内（但し他地域の方

も参加可） 会費等 なし 

問合せ先名称 上市町図書館 電話 076-472-6494 
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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 上市町   

 

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   

 

 

 

 

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  

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  
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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   

 

語学・文学・読書 入善町   

 

語学・文学・読書 入善町   

 

語学・文学・読書 入善町   

 

 

 

 

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 

英会話サークル 活動種目 英会話 

活動回数・日時 月4回 （水）20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） うるおい舘 
活動範囲 

下新川一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

入善耀短歌会 活動種目 短歌 

活動回数・日時 月1回 （土）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 入善町民会館 
活動範囲 

入善町、黒部市等 

会費等 月300円 

問合せ先名称  電話  

チューリップ句会 活動種目 俳句 

活動回数・日時 月1回 （土）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 広域働く婦人の家 
活動範囲 

入善町、朝日町 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  
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語学・文学・読書 入善町   

 

語学・文学・読書 入善町   

 

郷土・歴史 入善町   

 

郷土・歴史 入善町   

 

郷土・歴史 入善町   

 

 

 

 

泉 俳句会 活動種目 俳句 

活動回数・日時 月1回 （土）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 入善町中央公民館 
活動範囲 

町中央公民館 

会費等 月500円 

問合せ先名称 入善町中央公民館 電話 0765-72-1105 

すばる読書会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 第三（水）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 舟見交流ホーム（公民館） 
活動範囲 

入善町、朝日町 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

入善町ふるさと学習会 活動種目 古文書学習等 

活動回数・日時 月2回 （金）14：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 入善町民会館 
活動範囲 

入善町、朝日町、黒部市一

円 会費等 年5,000円 

問合せ先名称  電話  

新屋地域歴史文化研究会 活動種目 歴史文化研究 

活動回数・日時 月1回 （月）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 新屋地区公民館 
活動範囲 

入善町、朝日町、黒部市 

会費等 巡回研修500円 

問合せ先名称  電話  

民話を語る 青い鳥の会 活動種目 紙芝居（民話） 

活動回数・日時 月約3回 

主な活動場所（施設名） 世話役宅 
活動範囲 

入善町、朝日町、黒部市、

魚津市 会費等 なし 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 入善町   

 

音楽・芸能 入善町   

 

音楽・芸能 入善町   

 

音楽・芸能 入善町   

 

音楽・芸能 入善町   

 

 

 

 

こぶしカラオケ愛好会 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 週1回 （木）20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） 入善コスモホール 
活動範囲 

下新川郡、黒部市、魚津市 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

入善カラオケ教室 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 月2回第二第四(木)20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） 入善うるおい館他 
活動範囲 

元新川地区 

会費等 月1,000円、年6,000円 

問合せ先名称  電話  

入善吟詠会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 週3回 各組異なる 19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 入善町うるおい館 
活動範囲 

入善町一円 

会費等 年12,000円 

問合せ先名称  電話  

富山丈部吟詠会舟見教場 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月3回 （火）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 舟見交流センター 
活動範囲 

 

会費等 月3,000円、経典代1冊1,000円 

問合せ先名称  電話  

渋川流剣詩舞道 美真会 舟真教場 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月4回 （木）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 舟見交流センター 
活動範囲 

町内地区一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 入善町   

 

音楽・芸能 入善町   

 

音楽・芸能 入善町   

 

音楽・芸能 入善町   

 

音楽・芸能 入善町   

 

 

 

 

渓流吟詠 吟蜃会清流 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月2回 （火）（水）19：30～21：30、（月）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 町内公民館 
活動範囲 

魚津市 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

奏の会 活動種目 二胡 

活動回数・日時 不定期 

主な活動場所（施設名） 横山地区 なぎさ館 
活動範囲 

入善町地区内 

会費等 月6,000円 

問合せ先名称 横山地区交流防災センター（なぎさ館） 電話 0765-72-0287 

入善マジック愛好会 活動種目 マジック 

活動回数・日時 月２回 第二第四（木）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 入善町中央公民館 
活動範囲 

黒部市、入善町、朝日町一

円 会費等 入会金1,000円、月1,000円 

問合せ先名称  電話  

なぎさ おわら会 活動種目 越中おわら踊り 

活動回数・日時 月2回 第二第四（木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 横山地区交流防災センター 
活動範囲 

入善町一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

民謡・歌謡友の会 活動種目 踊り、歌謡（カラオケ） 

活動回数・日時 週3回 （水）（木）（日）9：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 上原老人福祉センター 
活動範囲 

入善町一円 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 入善町   

 

音楽・芸能 入善町   

 

音楽・芸能 入善町   

 

音楽・芸能 入善町   

 

美術・工芸 入善町   

 

 

 

 

舟見小唄の会 活動種目 郷土芸能 

活動回数・日時 月2回 （木）20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） 舟見交流センター 
活動範囲 

入善町一円 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

ひまわりサークル 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回 （金）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 入善町中央公民館 
活動範囲 

 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称 入善町中央公民館 電話 0765-72-1105 

ダンス・バラの会 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回 （水）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 入善うるおい館 
活動範囲 

入善町 

会費等 年8,000円 

問合せ先名称  電話  

入善盆音頭同好会 活動種目 盆踊り、音頭とり 

活動回数・日時 月4回 （木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 入善町民会館 
活動範囲 

入善町一円 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

入木会 活動種目 書道 

活動回数・日時 月2回 第二第四（金）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 町民会館、うるおい館 
活動範囲 

町一円 

会費等 年6,000円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 入善町   

 

生活文化・趣味・教養 入善町   

 

生活文化・趣味・教養 入善町   

 

生活文化・趣味・教養 入善町   

 

健康・スポーツレクリエーション 入善町   

 

 

 

 

入善町菊花会 活動種目 菊栽培 

活動回数・日時 不定期 

主な活動場所（施設名） 入善町中央公民館 
活動範囲 

入善町、朝日町、黒部市の

一部 会費等 年3,500円 

問合せ先名称  電話  

入善町囲碁クラブ 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 年120回 （土）（日）13：00～17：30 

主な活動場所（施設名） 町民会館 
活動範囲 

入善町ほか、朝日町、黒部

市 会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

入善将棋クラブ 活動種目 将棋 

活動回数・日時 週2回 （土）（日）（祝日）13：00～18：30 

主な活動場所（施設名） 入善町民会館 
活動範囲 

県内 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称 入善町民会館 電話 0765-72-1105 

入善町手話サークルこぶしの会 活動種目 手話 

活動回数・日時 週1回 （水）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 入善町民会館（コスモホール） 
活動範囲 

主に新川地区 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  

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  
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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  

越中にこにこ真向会 活動種目 ストレッチ体操 

活動回数・日時 週1回 （金）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 入善町中央公民館 
活動範囲 

県内 

会費等 年24,000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 入善町   

 

地域活動・ボランティア 入善町   

 

語学・文学・読書 朝日町   

 

語学・文学・読書 朝日町   

 

語学・文学・読書 朝日町   

 

 

 

 

ニコニコ体操 活動種目 体操 

活動回数・日時 週1回 （月）9：30～10：30 

主な活動場所（施設名） 入善うるおい館 
活動範囲 

入善町一円 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

入善町婦人ボランティア連絡協議会 活動種目 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

活動回数・日時 年5回 不定期ほか 

主な活動場所（施設名） 町内の各施設 
活動範囲 

入善町内 

会費等 入会金1,000円、年1,000円 

問合せ先名称  電話  

長興寺梅花講 活動種目 御詠歌 

活動回数・日時 月2回 19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 長興寺（朝日町大家庄） 
活動範囲 

朝日町内 

会費等 年12,000円 

問合せ先名称 長興寺 電話 0765-83-0011 

あさひ短歌会 活動種目 短歌 

活動回数・日時 月1回 （火）13：30～16：30 

主な活動場所（施設名） ショッピンセンター アスカ 会議室 
活動範囲 

朝日町 

会費等 年10,000円 

問合せ先名称  電話  

森俳句会 活動種目 俳句 

活動回数・日時 月1回 随時 

主な活動場所（施設名） 朝日町図書館等 
活動範囲 

 

会費等 年15,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 朝日町   

 

音楽・芸能 朝日町   

 

音楽・芸能 朝日町   

 

音楽・芸能 朝日町   

 

音楽・芸能 朝日町   

 

 

 

 

コールあさひ 活動種目 合唱 

活動回数・日時 年5回 

主な活動場所（施設名） 朝日町アゼリアホール 
活動範囲 

朝日町、魚津市 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

ぽっぽの会 活動種目 オカリナ 

活動回数・日時 年13回 不定期 

主な活動場所（施設名） あさひ総合病院 
活動範囲 

朝日町、入善町、黒部市、

魚津市 会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

フラ、オ、ホヌホヌ 活動種目 フラダンス 

活動回数・日時 月4回 （金）（土）13：00～15：00、19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 朝日町サンリーナ 
活動範囲 

 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

かたばみ会 活動種目 歌謡、舞踊 

活動回数・日時 週1回 （水）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 華遊館 
活動範囲 

朝日町一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

朝日民舞会 活動種目 民舞 

活動回数・日時 週1回 （火）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 朝日町内、アゼリアホール 
活動範囲 

老人センター、老人ホーム 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 朝日町   

 

美術・工芸 朝日町   

 

美術・工芸 朝日町   

 

美術・工芸 朝日町   

 

健康・スポーツレクリエーション 朝日町   

 

 

 

 

みんなで日曜画家 活動種目 油絵 

活動回数・日時 月2回 （月）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 朝日町生涯学習館 
活動範囲 

 

会費等 年20,000円 

問合せ先名称  電話  

佐味墨游硯友書道会 活動種目 書道 

活動回数・日時 月2回 （木）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） とやま朝日町北鹿街道 五又路 
活動範囲 

朝日町一円 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

四季彩（絵手紙サークル） 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月1回 第二（木）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 朝日町五差路周辺複合施設 
活動範囲 

朝日町一円 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

オアシス会 活動種目 フラワーアレンジメント 

活動回数・日時 月1回 第二（月）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 五又路（朝日町複合施設） 
活動範囲 

朝日町内 

会費等 年500円 

問合せ先名称  電話  

朝日町太極拳愛好会 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） 朝日町体育文化センター 
活動範囲 

下新川郡（朝日町、入善町） 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  


