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地域活動・ボランティア 高岡市   

 

地域活動・ボランティア 高岡市   

 

郷土・歴史 魚津市   

 

音楽・芸能 魚津市   

 

音楽・芸能 魚津市   

 

 

 

 

高岡らっこの会 活動種目 子育て支援、読書 

活動回数・日時 月３回 （木）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 高岡市保健センター 
活動範囲 

高岡市 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 高岡市中央図書館 電話 0766-20-1818 

音訳ボランティア グループあかね 活動種目 福祉ボランティア 

活動回数・日時 月2回 （水）（木）9：00～17：00 

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 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 高岡市ボランティアセンター 電話 0766-21-7883 

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  

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  
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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   

 

美術・工芸 魚津市   

 

 

 

 

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  

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  

魚津市老人クラブ水墨画教室 活動種目 水墨画 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 魚津市本江公民館 
活動範囲 

魚津市内 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 魚津市   

 

美術・工芸 魚津市   

 

美術・工芸 魚津市   

 

美術・工芸 魚津市   

 

美術・工芸 魚津市   

 

 

 

 

ボワの会 活動種目 油彩画 

活動回数・日時 月1回 第三（木）15：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 県立みどりの高校 
活動範囲 

主に魚津市、黒部市 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

かづみ野遊彩会 活動種目 油彩画等 

活動回数・日時 不定期 

主な活動場所（施設名） 魚津 みどり野高校 
活動範囲 

魚津市内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

書道教室 活動種目 書道 

活動回数・日時 月1回 第三（水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 本江公民館 
活動範囲 

本江公民館 

会費等 月800円 

問合せ先名称  電話  

華道サークル すずらん会 活動種目 生け花 

活動回数・日時 月1回 第三（水）15：00～17：00、19：00～21：00 

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500円 

問合せ先名称  電話  

華道 桃の会 活動種目 生花 

活動回数・日時 月2回 第一第三（水）13：00～14：30 

主な活動場所（施設名） 魚津市本江公民館 
活動範囲 

魚津市内 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  



65 
 

健康・スポーツレクリエーション 魚津市   

 

健康・スポーツレクリエーション 魚津市   

 

健康・スポーツレクリエーション 魚津市   

 

健康・スポーツレクリエーション 魚津市   

 

語学・文学・読書 氷見市   

 

 

 

 

魚津市村木卓球愛好会 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週2回 （火）（木）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 魚津市村木小学校 
活動範囲 

 

会費等 年4,000円（保険2,000円） 

問合せ先名称  電話  

新川卓球愛好会 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週2回 （火）(金)13：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 魚津市総合体育館 
活動範囲 

魚津市、黒部市、滑川市 

会費等 年3,500円 

問合せ先名称  電話  

本江リズム体操サークル 活動種目 リズム体操 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）10：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 本江公民館 
活動範囲 

市内一円 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

上野方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（木）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 魚津市農村環境センター 
活動範囲 

魚津市ほか県内 

会費等 年2,000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  
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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 氷見市   

 

語学・文学・読書 氷見市   

 

 

 

 

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  

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  
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郷土・歴史 氷見市   

 

音楽・芸能 氷見市   

 

音楽・芸能 氷見市   

 

音楽・芸能 氷見市   

 

美術・工芸 氷見市   

 

 

 

 

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 

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  

かな書道 かささぎ会 活動種目 書道 

活動回数・日時 月2回 （土）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 速川公民館 
活動範囲 

速川地区内 

会費等 年40,000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 氷見市   

 

健康・スポーツレクリエーション 氷見市   

 

健康・スポーツレクリエーション 氷見市   

 

健康・スポーツレクリエーション 氷見市   

 

語学・文学・読書 滑川市   

 

 

 

 

朝日南部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 週3回 （火）（金）（日）14：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 氷見運動公園パークゴルフ場 
活動範囲 

 

会費等 年3,000円 

問合せ先名称  電話  

氷見いきいきカローリング同好会 活動種目 カローリング 

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） 仏生寺公民館 
活動範囲 

市内 

会費等 各回参加費200円 

問合せ先名称  電話  

氷見市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 月1回 （火）8：30～13：30 

主な活動場所（施設名） 氷見市大浦大芝生運動場 
活動範囲 

氷見市 

会費等 入会金1,000円、大会時300円 

問合せ先名称  電話  

氷見ユニカール同好会 活動種目 ユニカール 

活動回数・日時 週1回 （金）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 氷見海洋センター 
活動範囲 

 

会費等 年3,000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  
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語学・文学・読書 滑川市   

 

音楽・芸能 滑川市   

 

音楽・芸能 滑川市   

 

美術・工芸 滑川市   

 

美術・工芸 滑川市   

 

 

 

 

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 

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  

滑川市くらしの窓 油絵教室 活動種目 油絵 

活動回数・日時 月３回 第一第二第三（水）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 

 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 滑川中央公民館 電話 076-475-5492 

折りの会 活動種目 折り紙 

活動回数・日時 不定期 

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 なし 

問合せ先名称  電話  
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生活文化・趣味・教養 滑川市   

 

生活文化・趣味・教養 滑川市   

 

生活文化・趣味・教養 滑川市   

 

健康・スポーツレクリエーション 滑川市   

 

健康・スポーツレクリエーション 滑川市   

 

 

 

 

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  

サンクラブ 活動種目 
ビーチボール、フレッシュ

テニスほか 

活動回数・日時 週2回 （木）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 滑川市総合体育センター 
活動範囲 

滑川市を中心に一部郊外 

会費等 年5,000円 

問合せ先名称 滑川市総合体育センター 電話 076-475-8580 

滑川太極拳愛好会 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週4回 （月）9：30～11：30、13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 東地区公民館、西地区公民館 
活動範囲 

滑川市内 

会費等 月1,700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 滑川市   

 

健康・スポーツレクリエーション 滑川市   

 

健康・スポーツレクリエーション 滑川市   

 

健康・スポーツレクリエーション 滑川市   

 

語学・文学・読書 黒部市   

 

 

 

 

ラージサークル 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週1回 （月）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 滑川市体育館 
活動範囲 

滑川市一円、隣接市 

会費等 ﾎﾞｰﾙ代月300円 

問合せ先名称  電話  

スカイ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 週2回 （月）（土）19：30～21：00 

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 月1,000円 

問合せ先名称 滑川市東地区公民館 電話 076-476-0706 

花時計 活動種目 フォークダンス 

活動回数・日時 月3回 （土）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 滑川市働く婦人の家 
活動範囲 

滑川市及び県内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

滑川市老連カローリング同好会 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 第二（月）9:00～12：00、練習会月4回 

主な活動場所（施設名） 滑川市総合体育センター 
活動範囲 

滑川市内 

会費等  

問合せ先名称 滑川市老人クラブ連合会事務局 電話 076-475-3128 

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  
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郷土・歴史 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   

 

 

 

 

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  

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  

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  
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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   

 

 

 

 

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  

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  
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音楽・芸能 黒部市   

 

音楽・芸能 黒部市   

 

美術・工芸 黒部市   

 

美術・工芸 黒部市   

 

美術・工芸 黒部市   

 

 

 

 

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  

紬の会（きものリフォーム教室） 活動種目 着物リフォーム 

活動回数・日時 週2回 （水）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 地内公民館 
活動範囲 

東布施地区内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

くろべ陶芸友の会 活動種目 陶芸 

活動回数・日時 週5回 （月）～（金）9：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 黒部市三日市公民館 
活動範囲 

黒部市内他 

会費等 年15,000円 

問合せ先名称  電話  

ナインパッチ 活動種目 パッチワーク 

活動回数・日時 月2回 第一第三（木）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 黒部市コミュニティセンター 生地公民館 
活動範囲 

生地公民館 

会費等 月3,500円 

問合せ先名称 黒部市コミュニティセンター 生地公民館 電話 0765-57-1011 
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生活文化・趣味・教養 黒部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 黒部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 黒部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 黒部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 黒部市   

 

 

 

 

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 

なごみ会 活動種目 体操 

活動回数・日時 月１～2回第一第二（金）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 東布施トレーニングセンター 
活動範囲 

東布施、笠波他 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

KUROBEスポーツファミリー 活動種目 各種スポーツ 

活動回数・日時 週１回 

主な活動場所（施設名） 黒部市総合体育センター 
活動範囲 

新川地区 

会費等 年3,000円、2000円他 

問合せ先名称 黒部市体育協会 電話 0765-57-2300 

鷹田太極拳教室 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 月4回 （水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 黒部市働く婦人の家 
活動範囲 

黒部市、入善町 

会費等 1回500円 

問合せ先名称  電話  

ゆったり体操 すわって太極拳 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週4回 （金）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 石田交流プラザ 
活動範囲 

黒部市 

会費等 月2,000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 黒部市   

 

語学・文学・読書 砺波市   

 

語学・文学・読書 砺波市   

 

郷土・歴史 砺波市   

 

音楽・芸能 砺波市   

 

 

 

 

黒部市立中央公民館 かんたんストレッチ 活動種目 ストレッチ体操 

活動回数・日時 月2回 （金）10：15～11：30 

主な活動場所（施設名） 黒部市立中央公民館 
活動範囲 

主に黒部市内 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称 黒部市立中央公民館 電話 0765-65-1810 

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 

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  

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  
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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   

 

 

 

 

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  

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 
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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   

 

美術・工芸 砺波市   

 

美術・工芸 砺波市   

 

 

 

 

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  

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  

墨雅会 活動種目 墨彩画 

活動回数・日時 月2回 （水）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 苗加苑 
活動範囲 

砺波市一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

さくら教室 活動種目 書道 

活動回数・日時 月2回 第二第四（土）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 庄東センター 
活動範囲 

限定しない 

会費等 月2,000円、手本代800円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 砺波市   

 

生活文化・趣味・教養 砺波市   

 

生活文化・趣味・教養 砺波市   

 

生活文化・趣味・教養 砺波市   

 

生活文化・趣味・教養 砺波市   

 

 

 

 

華クラブ 活動種目 華道 

活動回数・日時 月1回 第四（木）10：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市福祉センター 麦秋苑 
活動範囲 

砺波市近隣 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 砺波市福祉センター 麦秋苑 電話 0763-33-2846 

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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健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

 

 

 

ＶＩＴＡ砺波テニスクラブ 活動種目 硬式テニス 

活動回数・日時 週2回 （月）（水）10：00～13：00 

主な活動場所（施設名） 福野スポーツクラブ 
活動範囲 

西部地区（特になし） 

会費等 入会金1,000円、年4,000円 

問合せ先名称  電話  

砺波市高波体育館 フレッシュテニス 活動種目 フレッシュテニス 

活動回数・日時 週2回 （月）（水）20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） 砺波市高波体育館 
活動範囲 

市内 

会費等 年4,500円 

問合せ先名称  電話  

油田ペタンククラブ 活動種目 ペタンク 

活動回数・日時 週5回 （月）～（金）9：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 油田ふれあいグラウンド 
活動範囲 

砺波市油田地区 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

TONAMI太田ペタンクの会 活動種目 ペタンク 

活動回数・日時 月20回以上 屋内13：30～15：30 屋外14：30～16：30 

主な活動場所（施設名） 砺波市太田体育館、太田農村公園 
活動範囲 

砺波市一円、県内一円 

会費等 入会金1,000円、年5,000円 

問合せ先名称  電話  

砺波ビタクラブ 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週1回 （月）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市体育センター 
活動範囲 

砺波市及び周辺市町村 

会費等 年1,000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 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

 

 

 

ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 活動種目 ラージボール卓球 

活動回数・日時 週1回 （水）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 県西部体育センター 
活動範囲 

高岡市、砺波市、南砺市、

小矢部市 会費等 月1,500円 

問合せ先名称 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 電話 0763-33-3077 

いきいき３Ｂ 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月3回 第二第三第四（水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 東野尻公民館 
活動範囲 

砺波市一円 

会費等 入会金1,000円、月2,000円 

問合せ先名称 東野尻公民館 電話 0763-32-2273 

砺波市太田地区カローリングクラブ 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 毎大会前３日程度（午後） 

主な活動場所（施設名） 砺波市太田体育館 
活動範囲 

県内大会 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

五鹿屋カローリングクラブ 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 週1回 （水）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 砺波体育センター 
活動範囲 

体育センター内 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  

高波カローリングクラブ 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 週2回 （水）（土）13：30～17：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市高波体育館 
活動範囲 

県内一円 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  


