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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 



2 
 

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   

 

歴史・郷土 富山市   

 

郷土・歴史 富山市   

 

 

 

 

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  

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  
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郷土・歴史 富山市   

 

郷土・歴史 富山市   

 

郷土・歴史 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

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  

楽しく歌いましょう会 活動種目 合唱 

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） 富山市社会福祉センター 
活動範囲 

富山市 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

みんなで歌おう会 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月1回 不定期 

主な活動場所（施設名） 富山市立室牧公民館 
活動範囲 

室牧地内 

会費等 なし 

問合せ先名称 室牧公民館 電話 076-455-1069 
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

やさしい合唱教室 活動種目 合唱 

活動回数・日時 月2回 第一第三（金）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 星井町公民館 
活動範囲 

旧富山市内 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

フォークサークル ひだまり 活動種目 合唱 

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） 富山市藤ノ木公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

エコー山室 活動種目 合唱 

活動回数・日時 週4回 （火）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 富山市山室公民館 
活動範囲 

山室校区一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

呉羽歌謡サークル 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 月2回 第一第二（水）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 富山市呉羽地区センター 
活動範囲 

呉羽校下 

会費等 入会金1,000円、年2,000円 

問合せ先名称  電話  

神明カラオケ同好会 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 月4回 18：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 神明地区センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 入会金1,500円、年1,500円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

カラオケめぐみ会 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 週1回 （火）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 草島公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月1,800円 

問合せ先名称  電話  

月曜会 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 月2回 第二第四（月）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 毎回100円 

問合せ先名称  電話  

熊野カラオケサークル 活動種目 カラオケ 

活動回数・日時 月4回 （水）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 婦中町 熊野公民館 
活動範囲 

婦中町一円 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

朗吟会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（土）13：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 富山市清水町公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 月4,000円 

問合せ先名称  電話  

朝日詩吟教室 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 週1回 （木）13：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 婦中町朝日公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  



6 
 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

呉山岳風会 四方東教場 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月３回 （水）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 和合コミュニティセンター、四方公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

呉山岳風会 四方教場 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月3回 （木）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 四方地区センター 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金2,000円 

問合せ先名称  電話  

一声吟詠会 かたかごサークル 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月4回 （水）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 豊田公民館地区センター 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

富立吟詠会 活動種目 詩吟 

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） 五福公民館 
活動範囲 

五福町内 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

公益社団法人日本吟道学院公認 富立吟詠会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月3回 第一第二第四（金）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 八人町公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

鵜坂吟詠会あかね吟詠会合同練習会 活動種目 詩吟 

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） 鵜坂公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

黎峰吟友会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月2回 （金）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 八人町公民館 
活動範囲 

県内 

会費等 月1,800円 

問合せ先名称  電話  

新舞踊・八重桜 活動種目 新舞踊 

活動回数・日時 月5回 （月）（水）10：00～12：20 

主な活動場所（施設名） 市民交流館ボランティアセンター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

婦中相撲甚句会 活動種目 相撲甚句 

活動回数・日時 月1回 第四（水）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

 

会費等 入会金5,000円、月1,500円 

問合せ先名称  電話  

ハーモニカサークル「はばたき」 活動種目 ハーモニカ 

活動回数・日時 月4回 （火）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

速星校区 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

朝日民謡体操教室 活動種目 民謡 

活動回数・日時 週1回（月）13：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 朝日公民館 
活動範囲 

富山市婦中町 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

千鳥の会 活動種目 民謡 

活動回数・日時 月2回 （土）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 水橋東部公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

富山玲声民謡研究会 活動種目 民謡 

活動回数・日時 週1回 （金）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 富山市婦中町熊野公民館 
活動範囲 

県下 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

綾の会 活動種目 民謡 

活動回数・日時 月1～2回 不定期 

主な活動場所（施設名） 三郷公民館、富山市内老人福祉施設 
活動範囲 

富山市内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

山彦民謡会 活動種目 民謡、三味線 

活動回数・日時 月4回 （木）18：30～20：30 

主な活動場所（施設名） 講師宅 
活動範囲 

県内 

会費等 1回1,000円 

問合せ先名称  電話  



9 
 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

オカリナ詩音 活動種目 オカリナ 

活動回数・日時 月2回 （火）11：00～12：00 

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 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

エスポワール ギターアンサンブル 活動種目 クラシックギター合奏 

活動回数・日時 月2回 （木）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 花の木体育センター 
活動範囲 

県内外を問わず 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

調（メロディー） 活動種目 尺八・箏 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）13：30～17：00 

主な活動場所（施設名） 山室公民館 
活動範囲 

富山市、立山町 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

さつき会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 第一第二（金）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 倉垣地区センター 
活動範囲 

 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

大正琴 シクラメン教室 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 第一第三（水）9：30～11：00 

主な活動場所（施設名） 福沢地区コミュニティセンター 
活動範囲 

 

会費等 年3,700円 

問合せ先名称 福沢地区コミュニティセンター 電話 076-483-1811 
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

速星さつき会 Ａ組 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 （土）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

つゆくさ 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月2回 （土）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 富山市山室地区センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

豊友会 活動種目 大正琴 

活動回数・日時 月２回 第一（金） 第三（木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 和合コミュニティセンター、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  電話  

エコーズ上滝 活動種目 ハーモニカ 

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） 上滝公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月2,500円 

問合せ先名称  電話  

喜楽ハーモニカバンド 活動種目 ハーモニカ 

活動回数・日時 週4回 （水）（木）（金）10:00～12：00 

主な活動場所（施設名） 速星ふれあい館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 参加費3,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

ハーモニカサークルまんさく 活動種目 ハーモニカ 

活動回数・日時 週１回 （金）9：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 大沢野生涯学習センター 
活動範囲 

富山市南部地域 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

ハーモニカ同好会ふれんず 活動種目 ハーモニカ演奏 

活動回数・日時 月4回 （月）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 奥田公民館 
活動範囲 

主に奥田地区 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

五月会 活動種目 民謡、三味線 

活動回数・日時 月1回 （金）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 笹倉コミニティセンター 
活動範囲 

 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

桜寿会 活動種目 民謡、三味線 尺八 

活動回数・日時 月4回 第一～第四（木）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

富山指笛倶楽部 活動種目 指笛演奏 

活動回数・日時 月1回（水）19：00～20：30 別に（土）14：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 富山市民芸術創造センター、県教育文化会館 
活動範囲 

主として富山市内 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

富山県東部アマチュア・マジシャンズ・クラブ 活動種目 手品 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 東部公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金3,000円、年10,000円 

問合せ先名称  電話  

長寿ふれあいマジック同好会 活動種目 手品 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 富山市社会福祉センタ―内研修室 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金3,000円、年12,000円 

問合せ先名称  電話  

「富山市女性ボランティア」あかり小劇場 活動種目 人形劇、マジック 

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） 練習：呉羽地区内、児童施設等 
活動範囲 

富山市中心 射水市、高岡

市 会費等 入会金1,000円 

問合せ先名称  電話  

いきいき腹話術研究会 活動種目 腹話術 

活動回数・日時 月2回 第一(火)、第三(木)13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 富山市社会福祉会館 
活動範囲 

富山市、高岡市、射水市等 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称  電話  

吟舞会 活動種目 剣詩舞 

活動回数・日時 週3回 （木）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 草島公民館 
活動範囲 

 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

渋川流剣詩舞道菊帆会（牛島教場） 活動種目 剣舞、詩舞 

活動回数・日時 月4回 （土）19：00～21：00 

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 年3,600円、月2,000円 

問合せ先名称  電話  

婦中吟和会 活動種目 詩吟 

活動回数・日時 月4回 （水）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 朝日公民館 
活動範囲 

県内一円 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

おとのわ 尺八と箏サークル 活動種目 尺八・箏 

活動回数・日時 週2回 （火）（水）10：00～12：30 

主な活動場所（施設名） 大広田地区センター、萩浦地区センター 
活動範囲 

富山市 

会費等 月500円 

問合せ先名称 大広田地区センター 電話 076-437-9924 

南寿荘日曜ダンス同好会 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週１回(日）10:00～12：00 

主な活動場所（施設名） 南寿荘長寿ふれあいホール 
活動範囲 

富山市在住者 

会費等 入会金500円、年500円 

問合せ先名称 南寿荘社交ダンス同好会 電話 076-425-1715 

ダンスサークルさくら会 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 週1回 （火）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 富山市水橋東部公民館 
活動範囲 

富山市、滑川市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

スポーツダンス「やよい会」 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） 東部地区センター 
活動範囲 

富山市（市外の方可） 

会費等 入会金1,000円、月750円 

問合せ先名称  電話  

社交ダンス・レインボー 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 月2回 第一第三（土）13：30～17：00 

主な活動場所（施設名） 富山市立堀川公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

花みずき・ダンス・サークル 活動種目 社交ダンス 

活動回数・日時 月4回 （木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 光陽公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 光陽公民館 電話 076-493-2021 

熊野ダンスサークル 活動種目 社交ダンス 

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

主な活動場所（施設名） 熊野地区センター 
活動範囲 

 

会費等 1回500円 

問合せ先名称  電話  

石金民舞会 活動種目 新舞踊、日本舞踊 

活動回数・日時 月2回 （木）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 東部公民館 
活動範囲 

旧富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

いきいき越中玉すだれサークル 活動種目 玉すだれ演技 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）13：10～14：00 

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 

依頼のあるところ 

会費等 年10,000円 

問合せ先名称  電話  

女性の会（日舞教室）勘松会 活動種目 日本舞踊、新舞踊 

活動回数・日時 月4回 13：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 奥田公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

人形劇団コッコ 活動種目 人形劇 

活動回数・日時 月１～２回 第四（火）10：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 安野屋公民館 
活動範囲 

安野屋公民館他 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

いきいき アロハ フラサークル 活動種目 ハワイアンダンス 

活動回数・日時 富山ＣｉＣ ３階ほか 

主な活動場所（施設名） 富山ＣｉＣ3Ｆ他 
活動範囲 

富山市他5会場 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

華くれない 活動種目 ハワイアンフラ 

活動回数・日時 月4回 第一～第四（火）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 藤木公民館 
活動範囲 

県内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

ひまわり 活動種目 フォークダンス 

活動回数・日時 月2回 第一第三（木）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 清水町公民館 
活動範囲 

 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

紅葉会 活動種目 舞踊 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（火）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 草島公民館 
活動範囲 

富山市 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

南ことぶき 華晴会 活動種目 舞踊体操 

活動回数・日時 月2回 （金）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 南寿荘 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 南寿荘 電話 076-425-1715 

ルナヴァイレレフラサークル 活動種目 フラダンス 

活動回数・日時 月3回 第一第二第四（火）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 上滝地区コミニティセンター 
活動範囲 

大山地区内又は県内 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

カウラナ・ナニ・ホーク 活動種目 フラダンス 

活動回数・日時 月2回 第一第三（土）10：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 清水町公民館 
活動範囲 

富山市内、県内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

音楽・芸能 富山市   

 

 

 

 

ハラウ・マウロア 活動種目 フラダンス 

活動回数・日時 月2回 （木）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 速星公民館 電話 076-465-6056 

松乃会 松葉教室 活動種目 民踊 

活動回数・日時 月4回 （火）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 富山市清水地区センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

こぶしの会 活動種目 民謡を主とした踊り 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（金）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 富山市太田公民館 
活動範囲 

県内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

剣詩舞天黎会 活動種目 剣舞、詩舞 

活動回数・日時 週1回 （月）19：00～21：00、（土）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 奥田公民館、東部公民館 
活動範囲 

富山市内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

さわやかボランティア踊りの会 活動種目 新舞踊 

活動回数・日時 月3回 （火）13：30～14：30 

主な活動場所（施設名） 南老人福祉センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  
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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   

 

 

 

 

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  

陶芸サークル 活動種目 陶芸 

活動回数・日時 月2回 （金）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 文珠寺公民館 
活動範囲 

 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

南寿書道同好会 活動種目 書道 

活動回数・日時 週1回 （火）9：30～11：30 

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 

会費等 年32,000円 

問合せ先名称 富山市南老人福祉センター（南寿荘） 電話 076-425-1715 

てならい会 活動種目 書道 

活動回数・日時 月4回 （水）15：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

速星公民館 

会費等 月1,000円、教材費1,000円 

問合せ先名称  電話  
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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   

 

 

 

 

朝日書道クラブ 活動種目 書道 

活動回数・日時 週1回 （火）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 婦中町朝日公民館 
活動範囲 

富山市婦中町朝日校下 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

いけ花教室 活動種目 生け花 

活動回数・日時 月3回 第一第三第四（火）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 太田公民館 
活動範囲 

太田地区内 

会費等 年2,000円（材料費のみ） 

問合せ先名称  電話  

ひまわり 活動種目 生花 

活動回数・日時 月1回 第三（金）19：00～20：30 

主な活動場所（施設名） 水橋東部公民館 
活動範囲 

水橋東部地区 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

花遊々クラブ 活動種目 生花 

活動回数・日時 月1回 （水）10：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 星井町地区センター 
活動範囲 

富山市内又は校下在住者 

会費等 月2,000円（材料費のみ） 

問合せ先名称  電話  

浜黒崎公民館 絵手紙教室 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月1回 第一（水）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 富山市浜黒崎公民館 
活動範囲 

浜黒崎 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  
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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   

 

 

 

 

水橋東部公民館 絵手紙サークル 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月2回 （水）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 水橋東部公民館 
活動範囲 

富山市水橋地域 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

奥田公民館 押花教室 活動種目 押花 

活動回数・日時 月1回 第一（火）13：30～17：00 

主な活動場所（施設名） 富山市立奥田公民館 
活動範囲 

 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

写真を楽しむ会 活動種目 写真 

活動回数・日時 月1回 25日13：00～14：30 

主な活動場所（施設名） 福沢公民館 
活動範囲 

県内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

布あそび 活動種目 手芸 

活動回数・日時 週4～5回 （月）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 大広田公民館 
活動範囲 

大広田校下 

会費等 なし 

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1回 2時間 

主な活動場所（施設名） 公民館、ケアハウス、コミュニティセンター等 
活動範囲 

富山市、射水市、氷見市 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  


