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音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 高岡市   

 

 

 

伏木老人福祉センター 社交ダンス教室 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 月3回 （金）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 伏木老人福祉センター 
活動範囲 

伏木老人福祉センター 

会費等 入会金1,000円、月1,000円 

問合せ先名称 伏木老人福祉センター 電話 0766-44-6323 

若波流 若希会 活動種目 日本舞踊 

活動回数・日時 月3回 

主な活動場所（施設名） 県高岡文化ホール・中曽根 
活動範囲 

高岡市内 

会費等 入会金5,000円、月5,000円 

問合せ先名称  電話  

成美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 月3回 第一第二第三（土）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 高岡市立成美公民館 
活動範囲 

 

会費等 月2,500円 

問合せ先名称 高岡市立成美公民館 電話 0766-26-8943 

扇流 寿々蘭会 活動種目 民舞、新舞踊 

活動回数・日時 月3回 （月）10：00～12：00、（水）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 能町自治会公民館 
活動範囲 

高岡市、小矢部市、射水市、

京都府 会費等 月4,000円 

問合せ先名称  電話  

藤久会 活動種目 民踊 

活動回数・日時 月3回 第一第三（月）（水）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） ふれあいセンター、東五位公民館 
活動範囲 

高岡市内 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 高岡市   

 

音楽・芸能 魚津市   

 

音楽・芸能 魚津市   

 

音楽・芸能 魚津市   

 

音楽・芸能 魚津市   

 

 

 

謡曲 吉雲会 活動種目 謡曲 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（火）15：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 博労公民館 
活動範囲 

博労地域 

会費等 月500円 

問合せ先名称 博労公民館 電話 0766-27-7271 

詩吟神風流 神飈会 本江教場 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 週1回 （火）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 本江公民館 
活動範囲 

 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

新川相撲甚句会 活動種目 相撲甚句 

活動回数・日時 月2回 第二（火）13：00～15：00第四（火）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 本江公民館 
活動範囲 

富山県内 

会費等 入会金5,000円、月1,500円 

問合せ先名称  電話  

ギターサークル姫恕音 活動種目 ギター 

活動回数・日時 月2回 第二第四（月）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 本江公民館 
活動範囲 

魚津市一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

フレシュ社交ダンス 活動種目 ポールルームダンス 

活動回数・日時 週1回 （火）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 本江公民館 
活動範囲 

 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 魚津市   

 

音楽・芸能 魚津市   

 

音楽・芸能 氷見市   

 

音楽・芸能 氷見市   

 

音楽・芸能 氷見市   

 

 

 

ハッピーダンス 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 月4回 （木）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 魚津市本江公民館 
活動範囲 

魚津市、滑川市、黒部市 

会費等 入会金1,000円、年4,000円 

問合せ先名称  電話  

モーハラ プア エルア サークル 活動種目 フラダンス 

活動回数・日時 月２回 各会場 

主な活動場所（施設名） 県内公民館５ケ所 
活動範囲 

県内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

男声合唱団ひみ 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月6回 毎週（火）19：00～21：00、隔週（金）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 氷見市中央公民館 
活動範囲 

定めていない 

会費等 年20,000円 

問合せ先名称  電話  

は～とふるカメリア 活動種目 オカリナ 

活動回数・日時 月4回 （土）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 氷見市上庄公民館 
活動範囲 

氷見市、高岡市 

会費等 入会金2,700円、年2,700円、受講料月3,240円 

問合せ先名称  電話  

正派 柊会 活動種目 筝曲 

活動回数・日時 週1回 （火）11：00～15：00 （金）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 島尾公民館、中央公民館 
活動範囲 

高岡市、氷見市 

会費等 1回1,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 滑川市   

 

音楽・芸能 滑川市   

 

音楽・芸能 黒部市   

 

音楽・芸能 黒部市   

 

音楽・芸能 黒部市   

 

 

 

滑川市詩吟教室 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月2回 第三（火）14：00～16：00、第四（金）19：00～21：00 

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 なし 

問合せ先名称  電話  

大正琴 琴友会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 

主な活動場所（施設名） 滑川西地区公民館 
活動範囲 

滑川市内及び周辺地域 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

琴伝流大正琴 グループひまわり 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 （土）（月）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 大布施公民館 
活動範囲 

黒部市一円 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

ひまわり民舞会 活動種目 民舞、歌謡舞踊 

活動回数・日時 週4回 （月）冬期間9：30～11：00、春～秋19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 若栗公民館 
活動範囲 

黒部市内 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

黒部民謡友の会 活動種目 民謡民舞 

活動回数・日時 月2回 （木）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 三日市公民館 
活動範囲 

黒部市、魚津市、朝日町 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 黒部市   

 

音楽・芸能 黒部市   

 

音楽・芸能 黒部市   

 

音楽・芸能 黒部市   

 

音楽・芸能 黒部市   

 

 

 

クロベ尺八の会 活動種目 尺八 

活動回数・日時 週2回 （木）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 黒部市三日市公民館 
活動範囲 

制限なし 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

黒部マンドリンアンサンブル 活動種目 マンドリン 

活動回数・日時 週1回 （木）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 黒部市三日市公民館 
活動範囲 

黒部市、魚津市、入善町 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

レッツダンス 黒部 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回 （金）18：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 黒部市勤労青少年ホーム 
活動範囲 

地域限定せず 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

渋川流剣詩舞道椿剣扇会 活動種目 剣舞、詩舞 

活動回数・日時 週4回 （水）20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） 黒部市三日市公民館 
活動範囲 

黒部市～石川県金沢 

会費等 入会金3,000円、月3,000円 

問合せ先名称 黒部市三日市公民館 電話 0765-54-0.278 

わかば会 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回 （月）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 三日市公民館 
活動範囲 

 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 黒部市   

 

音楽・芸能 黒部市   

 

音楽・芸能 黒部市   

 

音楽・芸能 砺波市   

 

音楽・芸能 砺波市   

 

 

 

ストレッチ教室 A 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回 （金）12；55～15：00 

主な活動場所（施設名） 三日市公民館 
活動範囲 

三日市公民館の範囲 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

黒部 踊楽会 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回 毎週（火）19：00～21：20 

主な活動場所（施設名） 黒部市三日市公民館 
活動範囲 

魚津市、黒部市、入善町 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

フラ・レアくろべ 活動種目 フラダンス 

活動回数・日時 週1回 （火）14：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 黒部市三日市公民館 
活動範囲 

黒部市、入善町 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

光吟会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月2回 第二第四（金）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 苗加苑 
活動範囲 

砺波市、南砺市 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

となみ北詠会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月2回 第一第三（金）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市福祉センター 
活動範囲 

砺波市、南砺市 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 砺波市   

 

音楽・芸能 砺波市   

 

音楽・芸能 砺波市   

 

音楽・芸能 砺波市   

 

音楽・芸能 砺波市   

 

 

 

民桂会 活動種目 合唱、民謡 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 苗加苑 研修室 
活動範囲 

砺波市内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

ふみ乃会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 週1回 （月）（水）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 福祉センター北部苑 
活動範囲 

砺波市、南砺市 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

葵の会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 週2回 （土）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 苗加苑 
活動範囲 

砺波市一円 

会費等 入会金3,000円、月2,000円 

問合せ先名称  電話  

すずらんサークル 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月3回 第一第三第四（火）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 苗加苑 
活動範囲 

 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 苗加苑 電話 0763-32-7294 

トゥインクル・スターズ 活動種目 ハーモニカ 

活動回数・日時 月4回 （木）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 砺波市福祉センター 苗加苑 
活動範囲 

砺波広域圏 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 砺波市   

 

音楽・芸能 砺波市   

 

音楽・芸能 小矢部市   

 

音楽・芸能 小矢部市   

 

音楽・芸能 小矢部市   

 

 

 

砺波市老連ダンス教室 活動種目 スポーツダンス・ワルツ他 

活動回数・日時 月4回 （月）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 砺波市社会福祉会館 
活動範囲 

 

会費等 前期13,000円、後期12,000円 

問合せ先名称  電話  

渋川流剣詩舞道剣楓会 山野教場 活動種目 剣舞、詩舞 

活動回数・日時 週3回 （月）13：30～16：30、（金）19：00～21：00、（土）15：30～17：30 

主な活動場所（施設名） 南砺市山野公民館 
活動範囲 

砺波市内、南砺市内他 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

けんこう演歌教室 活動種目 歌唱 

活動回数・日時 月4回 （木）13：00～14：30 

主な活動場所（施設名） 小矢部市総合会館 
活動範囲 

小矢部市、高岡市、砺波市

一円 会費等 月1,000円、資料代500円（6ケ月） 

問合せ先名称  電話  

埴生吟詠会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月2回 第一第三（木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 埴生公民館 
活動範囲 

小矢部市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

洽聲会(こうせいかい） 活動種目 雅楽 

活動回数・日時 週1回 （土）20：00～22：00 

主な活動場所（施設名） 水島公民館 
活動範囲 

小矢部市内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 小矢部市   

 

音楽・芸能 小矢部市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

 

 

民踊かざぐるま 活動種目 民踊 

活動回数・日時 週1回 （火）20：30～22：00 

主な活動場所（施設名） 正得公民館 
活動範囲 

小矢部市内 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

隆扇会 活動種目 謡曲、仕舞 

活動回数・日時 週1回 （金）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 小矢部市東部公民館 
活動範囲 

小矢部市東部公民館 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

高瀬カラオケ愛好会 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 週1回 （水）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 福野高瀬西公民館 
活動範囲 

高瀬地区 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

詩吟に親しもう会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月2回 13：30:～15：00、19：30～22：00 

主な活動場所（施設名） 井波文化センターほか各地域公民館 
活動範囲 

南砺市、砺波市 

会費等 年300円 

問合せ先名称  電話  

五箇山深山会 活動種目 民謡 

活動回数・日時 週１回（火）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 山村開発センター 
活動範囲 

南砺市一円 

会費等 年4,000円 

問合せ先名称  電話  



43 
 

 

音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

 

 

ふるさと民謡会 活動種目 民謡 

活動回数・日時 月1回 第一（火）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 西太美公民館 
活動範囲 

南砺市一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

さわらび会 活動種目 民踊 

活動回数・日時 月2回 第二第三（水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 石黒公民館 
活動範囲 

南砺市一円 

会費等 月4,000円 

問合せ先名称  電話  

翠苑会 活動種目 民踊 

活動回数・日時 月3回 （木）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 福光公民館 
活動範囲 

南砺市周辺 

会費等 入会金2,000円、月1,000円 

問合せ先名称  電話  

民踊の会「赤霄会」 活動種目 民踊 

活動回数・日時 月３回(火）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 講師宅 
活動範囲 

市内一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

大正琴クラブ初音会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 第一第二（月）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 高瀬地区公民館 
活動範囲 

南砺市一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

 

 

バルーンアート ユメ 活動種目 バルーンアート 

活動回数・日時 月2回 （火）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 福野南部公民館 
活動範囲 

 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

風音会（かざねかい） 活動種目 越中おわら踊り 

活動回数・日時 月2回 第一第三（月）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 福光福祉会館 
活動範囲 

南砺市内外 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

コール・ノイエ 活動種目 合唱 

活動回数・日時 週1回 （水）20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） 福光公民館 
活動範囲 

南砺市福光地区 

会費等 年24,000円 

問合せ先名称  電話  

石黒ＨＵＬＡボーイず 活動種目 ハワイアンフラ 

活動回数・日時 月2回 不定期19：00～20：30 

主な活動場所（施設名） 石黒公民館 
活動範囲 

呉西地区一円 

会費等 月1,000円～2,000円 

問合せ先名称  電話  

志良ゆり会 活動種目 民踊 

活動回数・日時 月2回 第二第四（木）20：00～22：00 

主な活動場所（施設名） 福野南部公民館 
活動範囲 

南砺市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 南砺市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

 

 

玉成会 活動種目 民踊 

活動回数・日時 月2回 第二第四（金）20：00～22：00 

主な活動場所（施設名） 福野南部公民館 
活動範囲 

南砺市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

翔の会 活動種目 新舞踊 民踊、健康体操 

活動回数・日時 月4回 （金）13：30～15：00、（月）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 山野公民館 
活動範囲 

南砺市一円 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

スコッパーズ 活動種目 演奏（スコップ） 

活動回数・日時 月４～5回 （水）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 堀岡コミニティセンター 
活動範囲 

富山市、高岡市、射水市 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

なぎさ会 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月2回 （土）10：30～11：30 

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 

射水市内 

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 

櫛田童謡クラブ 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月2回 （火）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 櫛田の里 
活動範囲 

射水市旧大門一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

 

 

三ケ童謡の会 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月2回 第二第四（水）13：00～15：00 

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 

射水市内 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

本江うたわんまいけ 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月2回 第一第三（木）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 本江コミュニティセンター 
活動範囲 

射水市一円 

会費等 ２ケ月毎1,000円 

問合せ先名称  電話  

海老江カラオケクラブ・すずらん 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 週1回 （金）19：00～21：00 

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 

海老江地区内 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

こまどり会 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 月2回 第二第四（火）13：30～16：00 

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 

射水市一円 

会費等 入会金2,000円、月2,500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 

浅井ひまわり教場 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（水）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 浅井コミニティセンター 
活動範囲 

射水市一円 

会費等 月3,200円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

 

 

大島コミュニティセンター 詩吟サークル 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月4回 (木)19：00～21：00 

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 

呉西地区 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称 大島コミュニティセンター 電話 0766-52-6001 

オカリナ教室 なでしこグループ 活動種目 オカリナ 

活動回数・日時 月1回 第二（火）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 水戸田コミュニティセンター 
活動範囲 

射水市一円 

会費等 レッスン料1回1,000円 

問合せ先名称  電話  

ミュージックベル はなみずき 活動種目 楽器演奏 

活動回数・日時 月2回 第一第三（月）15：30～16：30 

主な活動場所（施設名） 堀岡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 堀岡コミュニティセンター 電話 0766-86-1005 

大江琴友会 活動種目 琴 

活動回数・日時 月2回 第二第四（水）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 大江コミニティセンター 
活動範囲 

射水市小杉一円 

会費等 月2,500円 

問合せ先名称  電話  

大正琴 はまなす 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月4回 （火）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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音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

 

 

琴生流大正琴堀岡教室 なでしこ会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月1回 （月）13：30～14：45 

主な活動場所（施設名） 堀岡コミュニティセンター 
活動範囲 

堀岡校下内 

会費等 入会金2,000円、月3,780円 

問合せ先名称  電話  

ＴＡＤＫⅡダンススポーツクラブ 活動種目 ダンススポーツ 

活動回数・日時 週1回 （月）19：30～21：20 

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 

県内及び近隣県 

会費等 月6,000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 

アヒエ・ホアラウナ 活動種目 フラダンス 

活動回数・日時 月2回 第一第三（木）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 水戸田コミュニティセンター 
活動範囲 

 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 水戸田コミュニティセンター 電話 0766-54-1010 

天蕙会 活動種目 剣詩舞 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（木）13：00～15：00 

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 

射水市、高岡市 

会費等 入会金1,000円、月3,000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 

詩吟教室 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 週1回 （火）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 作道コミュニティセンター 
活動範囲 

県内 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  



49 
 

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

 

 

社交ダンス教室 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回 （金）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 新湊アイシン軽金属スポーツセンター内 
活動範囲 

館内 

会費等 入会金1,000円、年5,000円、参加料500円 

問合せ先名称 新湊カモンスポーツクラブ 電話 0766-82-8277 

尚瑩会 活動種目 新舞踊 

活動回数・日時 月4回 （火）又は（土）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 作道コミニティセンター・戸破コミニティセンター他 
活動範囲 

射水市一円 

会費等 入会金4,000円、年4,000円 

問合せ先名称  電話  

ふじ乃会 活動種目 新舞踊 

活動回数・日時 月2回 （木）19：30～21：30 

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 

射水市内 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

潮梅会 活動種目 新舞踊 

活動回数・日時 週1回 第一第三（火）19：00～21：00、第二第四（木）19：00～21：00 

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 

射水市、高岡市、小矢部市、

氷見市 会費等 月4,500円 

問合せ先名称  電話  

本江ハイビスカスの会 活動種目 フラダンス 

活動回数・日時 月4回 （水）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 本江コミュニティセンター 
活動範囲 

射水市一円、富山市一部 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 入善町   

 

 

 

堀岡民謡教室 活動種目 民踊 

活動回数・日時 週4回 （月）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 堀岡コミニティセンター 
活動範囲 

射水市内 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

なでしこ教室 活動種目 民踊、新舞踊 

活動回数・日時 週4回 （金）19：30～21：20 

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 

射水市 

会費等 月3,000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 

七美雅会 活動種目 民舞 

活動回数・日時 週1回 （水）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 七美コミュニティセンター 
活動範囲 

県東部 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

櫛田さくら民踊教室 活動種目 民踊 

活動回数・日時 月3回 （木）20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） 櫛田の里 
活動範囲 

射水市一円 

会費等 月3,500円 

問合せ先名称  電話  

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  
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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   

 

 

 

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  

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  



52 
 

 

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   

 

 

 

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  

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  
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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 朝日町   

 

音楽・芸能 朝日町   

 

 

 

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  

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  
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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   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

 

 

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  

やさしいパステルアート 活動種目 絵 

活動回数・日時 月１回第一(火）9:30～10：30 

主な活動場所（施設名） 山室地区センター ２階 
活動範囲 

山室・東部 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

紫峰会 活動種目 絵画 

活動回数・日時 月1回第一又は第三（火）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 富山市民芸術創造センター 
活動範囲 

富山市内及び射水市、高岡

市 会費等 年15,000円 

問合せ先名称  電話  


