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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  

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  
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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  

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  
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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 

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  
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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 

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  
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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 

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  

福岡地域囲碁同好会 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週7回 14：00～18：00 

主な活動場所（施設名） 福岡町ふれあいセンター 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  
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成美公民館 囲碁サークル 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 月3回 第二第三第四（土）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 成美公民館 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 年2,500円 

問合せ先名称  電話  

西部囲碁サークル 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 高岡市立横田公民館 

主な活動場所（施設名） 高岡市一円 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 年6,000円 

問合せ先名称  電話  

高岡市寿大学 活動種目 一般教養 

活動回数・日時 月1回 第三（金）14：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 高岡市ふれあい福祉センター 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称 高岡市生涯学習課 電話 0766-20-1456 

戸出ふれあい学級 活動種目 生涯学習 

活動回数・日時 年8回 （水）13：30～15：00 

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2,000円 

問合せ先名称 高岡市立戸出公民館 電話 0766-63-1250 

手芸教室（ローズの会） 活動種目 手芸 

活動回数・日時 週1回（水）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 矢田新町公民館 
活動範囲 

古府校下の町民 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  
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茶道サークル 活動種目 茶道 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（月）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 横田公民館 
活動範囲 

高岡市 

会費等 月5,000円 

問合せ先名称  電話  

伏木老人福祉センター 茶道教室 活動種目 茶道 

活動回数・日時 週2回 （木）13：00～14：30 

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 月2,000円 

問合せ先名称 伏木老人福祉センター 電話 0766-44-6323 

滑川囲碁倶楽部 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週5回 （日）～（金）9：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 滑川市東地区・西地区公民館 
活動範囲 

 

会費等 年8,000円 

問合せ先名称  電話  

将棋サークル滑川 活動種目 将棋 

活動回数・日時 週1回 （土）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 滑川市西地区公民館 
活動範囲 

県内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

滑川将棋クラブ 活動種目 将棋 

活動回数・日時 週6回 （月）以外13：00～18：00 

主な活動場所（施設名） 滑川市東地区公民館ほか 
活動範囲 

滑川市及び近隣市町村 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  
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前沢囲碁同好会 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週1回 （水）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 黒部市農村生活改善センター 
活動範囲 

主に黒部市内 

会費等 なし 

問合せ先名称 前沢公民館 電話 0765-54-0114 

高波高齢者学級 活動種目 一般教養 

活動回数・日時 随時 

主な活動場所（施設名） 高波県花センターグラウンド 
活動範囲 

高波地域 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

らんじょ浮世亭 活動種目 講話、音楽、体操等多岐 

活動回数・日時 月1回 第三（木）10：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 頼成農業改善センター 
活動範囲 

頼成地区内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

富山県民カレッジ友の会「雷鳥会」砺波支部 活動種目 総合学習 

活動回数・日時 年1回 現地研修 

主な活動場所（施設名） 富山県民カレッジ砺波地区センター 
活動範囲 

砺波市、南砺市、小矢部市 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称 富山県民カレッジ砺波地区センター 電話 0766-61-2020 

砺波市盆草協会 活動種目 盆栽、山野草 

活動回数・日時 年10回 変則開催 

主な活動場所（施設名） 各施設 
活動範囲 

砺波市内 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  
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料理クラブ 活動種目 料理講習 

活動回数・日時 月1回 （土）9：00～12：30 

主な活動場所（施設名） 正得公民館 
活動範囲 

正得地区内 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

鶴友会健康麻雀クラブ 活動種目 健康麻雀 

活動回数・日時 月2回 （木）13：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 福光公民館 
活動範囲 

旧福光町一円 

会費等 入会金1,000円、随意1,000円 

問合せ先名称  電話  

富山県ユースホステル協会 活動種目 自然観察 

活動回数・日時 随時 

主な活動場所（施設名） 全国ユースホステル 
活動範囲 

全国ユースホステル 

会費等 入会金2,500円 

問合せ先名称 富山県ユースホステル協会 電話 0766-63-2230 

広瀬舘 煎茶教室 活動種目 煎茶道 

活動回数・日時 月2回 第二第四（土）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 広瀬舘公民館 
活動範囲 

広瀬舘地区 

会費等 年10,000円 

問合せ先名称  電話  

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 
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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 

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  
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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 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   

 

 

 

 

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 

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  


