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語学・文学・読書 富山市   

 

語学・文学・読書 富山市   

 

語学・文学・読書 富山市   

 

語学・文学・読書 富山市   

 

語学・文学・読書 富山市   

 

 

 

 

四方短歌会 活動種目 短歌 

活動回数・日時 月1回 第二（日）13：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 四方公民館 
活動範囲 

四方地区内又は県内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

呉羽俳句会 活動種目 俳句 

活動回数・日時 月1回 （火）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 呉羽会館 
活動範囲 

呉羽地区 

会費等 年4,000円 

問合せ先名称  電話  

熊野短歌・俳句の会 活動種目 短歌、俳句 

活動回数・日時 月2回 第一（日）13：00～16：00第三（土）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 熊野公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 年12,000円 

問合せ先名称  電話  

ふれあい読書会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月１回第一（火）13：30～16：00 

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 

 

会費等 なし 

問合せ先名称 富山市社会福祉協議会 電話 076-422-3400 

大沢野読書会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 第三（金）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 生涯学習センター 
活動範囲 

大沢野地内 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称 大沢野図書館 電話 076-468-0950 
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語学・文学・読書 富山市   

 

語学・文学・読書 富山市   

 

語学・文学・読書 富山市   

 

語学・文学・読書 高岡市   

 

語学・文学・読書 高岡市   

 

 

 

 

ともしび読書会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 第四（木）14：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 富山市八尾ふらっと館 
活動範囲 

八尾地区内 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称 富山市立図書館 やつお東町分館 電話  

らっこの会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 第三（木）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 富山市民プラザ 
活動範囲 

富山市内 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

文学に親しむ会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月2回 （木）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） ＣＩＣビル３階学習室５ 
活動範囲 

県内 

会費等 上期後期 各3,000円 

問合せ先名称  電話  

Toyama chinese chat（トヤマチャイニーズチャット） 活動種目 中国語 

活動回数・日時 月1回 第一（日）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） ウイング・ウイング高岡 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

対岸俳句会 活動種目 俳句 

活動回数・日時 月2回 第一第三（木）13：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 高岡市立下関公民館 
活動範囲 

 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  
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語学・文学・読書 高岡市   

 

語学・文学・読書 高岡市   

 

語学・文学・読書 高岡市   

 

語学・文学・読書 高岡市   

 

語学・文学・読書 高岡市   

 

 

 

  

ひまわり句会 活動種目 俳句 

活動回数・日時 月1回 第四（月）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 講師宅 
活動範囲 

 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

といで婦人読書会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 年6回 14：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 戸出コミニティセンター 
活動範囲 

 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

中田町読書会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 第二（月）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 中田コミュニティセンター 
活動範囲 

中田地区内 

会費等 なし 

問合せ先名称 高岡市立中田図書館 電話 0766-36-0054 

読みなかま 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 （水）13：30～14：30 

主な活動場所（施設名） その都度 
活動範囲 

高岡市定塚地域 

会費等 コーヒー代300円 

問合せ先名称  電話  

伏木読書会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 （土）13：30～16：30 

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 

主に伏木・古府地区 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称 伏木図書館 電話 0766-44-0073 
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語学・文学・読書 高岡市   

 

語学・文学・読書 高岡市   

 

語学・文学・読書 氷見市   

 

語学・文学・読書 氷見市   

 

語学・文学・読書 氷見市   

 

 

 

高岡婦人読書会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 第三（水）14：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 高岡中央図書館 
活動範囲 

 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称 高岡中央図書館 電話 0766-20-1818 

日和会 活動種目 俳句 

活動回数・日時 月1回 第三（金）18：30～20：30 

主な活動場所（施設名） 高岡市立川原公民館 
活動範囲 

 

会費等 半年分4,000円 

問合せ先名称  電話  

氷見川柳会 活動種目 川柳 

活動回数・日時 月2回 （日）（土）14：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 加納町公民館 
活動範囲 

氷見市内ほか 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称  電話  

海潮短歌会 活動種目 短歌 

活動回数・日時 月1回 第二（日）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 氷見市中央公民館 
活動範囲 

氷見市一円 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

高志俳句会 活動種目 俳句 

活動回数・日時 月1回 各支部毎 

主な活動場所（施設名） 氷見市中央公民館 
活動範囲 

県内、一部金沢 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称  電話  
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語学・文学・読書 氷見市   

 

語学・文学・読書 氷見市   

 

語学・文学・読書 氷見市   

 

語学・文学・読書 滑川市   

 

語学・文学・読書 滑川市   

 

 

 

サークルシュガー 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 第三（水）14：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 氷見市立図書館 
活動範囲 

市内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称 氷見市立図書館 電話 0766-74-8226 

ねむの会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 氷見市十二町地区内光栄寺 
活動範囲 

氷見市内 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

有磯吟社 活動種目 俳句 

活動回数・日時 月1回 第四（金）13：20～15：30 

主な活動場所（施設名） 氷見市中央公民館 
活動範囲 

氷見市 

会費等 年8,000円 

問合せ先名称  電話  

滑川市古典講読 活動種目 古典、読書会 

活動回数・日時 月1回 第一（土）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 滑川市立図書館３Ｆ 
活動範囲 

滑川市、魚津市、富山市等 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

滑川読書会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回第四（土）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 滑川市立図書館 
活動範囲 

滑川市全域 

会費等 月100円 

問合せ先名称 滑川市立図書館 電話 076-475-8001 
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語学・文学・読書 黒部市   

 

語学・文学・読書 砺波市   

 

語学・文学・読書 砺波市   

 

語学・文学・読書 小矢部市   

 

語学・文学・読書 小矢部市   

 

 

 

峡谷俳句会 活動種目 俳句 

活動回数・日時 月1回 第一又は第二（金）13：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 黒部市公民館3会場 
活動範囲 

黒部市、魚津市、滑川市、

入善町 会費等 年5,000円 

問合せ先名称  電話  

いなご句会(蝗句会、五七五句会） 活動種目 俳句 

活動回数・日時 月1回 (月)13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 庄東福祉センター 
活動範囲 

般若地区一円 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称  電話  

読んで語る会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 第三（火）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市立図書館 
活動範囲 

砺波市 

会費等 年200円 

問合せ先名称 砺波市立図書館 電話 0763-32-4128 

ロアゾ・ブルーの会 活動種目 児童文学、読書会 

活動回数・日時 年10回 

主な活動場所（施設名） 石動公民館等 
活動範囲 

小矢部市、高岡市（福岡町） 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

おやべ読書会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回（日）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 小矢部市立図書館 
活動範囲 

 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  
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語学・文学・読書 南砺市   

 

語学・文学・読書 射水市   

 

語学・文学・読書 射水市   

 

語学・文学・読書 射水市   

 

語学・文学・読書 射水市   

 

 

 

川柳つぼみの会 活動種目 川柳 

活動回数・日時 月2回 （木）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 南砺市高柳西公民館 
活動範囲 

南砺市内 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

大門 川柳の会 活動種目 川柳 

活動回数・日時 月2回 第一（火）9：30～11：30第一（水）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 二口公民館 
活動範囲 

射水・砺波・高岡市一円 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  

漢詩に親しむ会 活動種目 漢詩 

活動回数・日時 月1回 第二（金）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 射水市中央図書館 
活動範囲 

県内全域 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

文章サロン 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 （土）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 射水市中央図書館 
活動範囲 

射水市近辺 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 射水市中央図書館 電話 0766-57-4646 

玉鉾読書会（たまほこどくしょかい） 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 第二（水）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 大門総合会館 
活動範囲 

大門地区内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称 射水市正力図書館 電話 0766-52-5273 
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語学・文学・読書 射水市   

 

語学・文学・読書 上市町   

 

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   

 

 

 

小杉読書会 活動種目 読書会 

活動回数・日時 月1回 （火）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 射水市中央図書館 
活動範囲 

射水市内 

会費等 なし 

問合せ先名称 射水市中央図書館 電話 0766-57-4646 

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 

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   

 

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   

 

 

 

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  

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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歴史・郷土 富山市   

 

郷土・歴史 富山市   

 

郷土・歴史 富山市   

 

郷土・歴史 富山市   

 

郷土・歴史 富山市   

 

 

 

いきいき古刹探訪サークル 活動種目 古刹探訪 

活動回数・日時 年9回 第二（水）8：00～18：00 

主な活動場所（施設名） 県内外の寺社 
活動範囲 

県内主体、隣県、奈良、京

都 会費等 年3,500円、月別途 

問合せ先名称  電話  

富山県「城」同好会 活動種目 城、歴史 

活動回数・日時 月1回 第三（水）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 富山市民プラザ 
活動範囲 

全国各地 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

ふるさと探訪同好会 活動種目 名所旧跡等探訪 

活動回数・日時 月1回 第二（木）9：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 富山市社会福祉会館 
活動範囲 

県内全域 

会費等 入会金1,000円、年4,000円 

問合せ先名称  電話  

富山県民カレッジ友の会「雷鳥」富山支部 活動種目 歴史、文学散歩等 

活動回数・日時 年2回程度 不定期 

主な活動場所（施設名）  
活動範囲 

富山市内 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称 富山県民カレッジ友の会「雷鳥会」富山支部 事務局 電話 076-441-8401 

えっちゅう歴史かたりサークル 活動種目 歴史探訪 

活動回数・日時 年4回 不定期 

主な活動場所（施設名） 県内及び近隣県 
活動範囲 

 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  



11 

 

 

郷土・歴史 高岡市   

 

郷土・歴史 魚津市   

 

郷土・歴史 氷見市   

 

郷土・歴史 黒部市   

 

郷土・歴史 砺波市   

 

 

 

戸出を知る会 活動種目 生涯学習 

活動回数・日時 年6回 10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 戸出コミニティセンター 
活動範囲 

高岡市内 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称 高岡市立戸出公民館 電話 0766-63-1250 

魚津歴史同好会 活動種目 研究探訪 

活動回数・日時 年5回 13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 魚津市立図書館 
活動範囲 

魚津市内、新川地区、隣県 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

氷見市立博物館友の会 活動種目 その他 

活動回数・日時 月1回第二（金）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 氷見市立博物館 
活動範囲 

 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 氷見市立博物館 電話 0766-74-8231 

黒部の古文書を読む会 活動種目 古書 

活動回数・日時 月1回 第三（土）13：30～16：30 

主な活動場所（施設名） 黒部市中央公民館 
活動範囲 

黒部市（県内等含む） 

会費等 年約1,500円 

問合せ先名称  電話  

えんなか会 活動種目 文化財維持管理 

活動回数・日時 週１回 

主な活動場所（施設名） 文化財中嶋家 
活動範囲 

チューリップ公園内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  
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郷土・歴史 小矢部市   

 

郷土・歴史 射水市   

 

郷土・歴史 入善町   

 

郷土・歴史 入善町   

 

郷土・歴史 入善町   

 

 

 

ふるさと学園 活動種目 歴史（縄文） 

活動回数・日時 週1回 

主な活動場所（施設名） 桜町JOMONパーク 
活動範囲 

小矢部市周辺 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  

新湊古文書に親しむ会 活動種目 古文書 

活動回数・日時 月2回 第二第四(金)10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 射水市中央公民館 
活動範囲 

射水市、県内 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称 射水市古文書整理室 電話 0766-82-8408 

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  


