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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   

 

 

 

 

油田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 月4回 第二第四（金）（日）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 油田体育館 
活動範囲 

砺波市油田地区 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 油田自治振興会 電話 0763-32-6420 

砺波市グラウンド・ゴルフ協会 活動種目 グラウン・ドゴルフ 

活動回数・日時 月2～3回 (土)(日)8：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市清流ふれあい広場 
活動範囲 

市内一円 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

砺波市油田グラウンドクラブ 活動種目 グラウンド・ゴルフ 

活動回数・日時 月６回 13：30～15：00、15：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 油田ふれあいグラウンド 
活動範囲 

旧油田小学校（油田地区） 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

高波グランドゴルフクラブ 活動種目 グラウンド・ゴルフ 

活動回数・日時 週2～3回 4～11月（火）（土）（日）6：00～7：30 12～3月（火）（金）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市高波農村運動公園 
活動範囲 

砺波市内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

栴檀山ターゲットバードゴルフ部 活動種目 ターゲットバードゴルフ 

活動回数・日時 年３回 （日）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 栴檀山運動広場 
活動範囲 

栴檀山地区及び砺波市内 

会費等 大会参加費1,000円 

問合せ先名称 栴檀山公民館体育部 ターゲットバードゴルフ部 電話 0763-37-1061 
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健康・スポーツレクリエーション 砺波市   

 

地域活動・ボランティア 砺波市   

 

地域活動・ボランティア 砺波市   

 

語学・文学・読書 小矢部市   

 

語学・文学・読書 小矢部市   

 

 

 

 

となみ野ウオーキングクラブ 活動種目 ウオーキング 

活動回数・日時 月2回 第二第四（木）9：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 県西部体育センター 
活動範囲 

となみ野地区周辺 

会費等 入会金500円、月1,000円（夫婦1,500円） 

問合せ先名称  電話  

めばえの会 活動種目 絵本の読み聞かせ 

活動回数・日時 月5回 第一第二第三（土）14：00～14：30、第二第四（水）16：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 砺波図書館 
活動範囲 

砺波市内 

会費等 なし 

問合せ先名称 砺波図書館 電話 0763-32-4128 

せせらぎ会 活動種目 施設慰問 

活動回数・日時 随時 

主な活動場所（施設名） ケアポート庄川、庄川農村環境改善センター 
活動範囲 

砺波市内 

会費等 年200円 

問合せ先名称 砺波市社会福祉協議会庄川支所 電話 0763-82-3520 

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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郷土・歴史 小矢部市   

 

音楽・芸能 小矢部市   

 

音楽・芸能 小矢部市   

 

音楽・芸能 小矢部市   

 

音楽・芸能 小矢部市   

 

 

 

 

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  

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  

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  
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音楽・芸能 小矢部市   

 

美術・工芸 小矢部市   

 

美術・工芸 小矢部市   

 

生活文化・趣味・教養 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

 

 

 

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  

絵手紙サークル やぶ椿 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月1回 第二（火）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 藪波公民館 
活動範囲 

小矢部市内一円 

会費等 年1000円、月700円 

問合せ先名称  電話  

小矢部市生涯学習、洋裁セミナー 活動種目 洋裁、和裁 

活動回数・日時 月2回 第一第三（水）9：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 小矢部市総合会館 
活動範囲 

 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

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  

シニアピンポンクラブ 活動種目 卓球 

活動回数・日時 週2回（月）（金）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 小矢部市東部公民館 
活動範囲 

東部小学校校下 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 小矢部市東部公民館 電話 0766-68-0997 
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健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

 

 

 

コスモスの館 活動種目 軽スポーツ 

活動回数・日時 月1回 （水）9：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 正得公民館 
活動範囲 

正得地区一円 

会費等 入会金500円、月500円 

問合せ先名称  電話  

よりあいひろま 活動種目 軽スポーツ 

活動回数・日時 年3回 （水）9：00～15：30 

主な活動場所（施設名） 正得公民館 
活動範囲 

正得地区一円 

会費等 年500円 

問合せ先名称  電話  

おやべスポーツクラブ 初級太極拳教室 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週1回 （木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 石動コミュニティセンター 
活動範囲 

市内 

会費等 入会金3,000円、年10,000円 

問合せ先名称 おやべスポーツクラブ 電話 0766-68-0588 

３Ｂ クラブ 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 週1回 （木）10：00～12：30 

主な活動場所（施設名） 小矢部市立正得公民館 
活動範囲 

小矢部市立正得公民館 

会費等 年36,000円 

問合せ先名称  電話  

水島３Ｂ体操教室 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月3回 （木）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 水島公民館 
活動範囲 

水島地区 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 水島公民館 電話 0766-61-2524 
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健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

健康・スポーツレクリエーション 小矢部市   

 

地域活動・ボランティア 小矢部市   

 

地域活動・ボランティア 小矢部市   

 

語学・文学・読書 南砺市   

 

 

 

 

生命の貯蓄体操 松沢教室 活動種目 健康体操 

活動回数・日時 週1回 毎週（水）9：30～10：30 

主な活動場所（施設名） 松沢公民館 
活動範囲 

松沢校下 

会費等 入会金1,000円、月1,500円 

問合せ先名称 松沢公民館 電話 0766-67-0007 

メンズウオーキングの会 活動種目 ウオーキング 

活動回数・日時 週1回 （金）9：00～10：00 

主な活動場所（施設名） 小矢部市民体育館 他 
活動範囲 

市内及び県内 

会費等 年6,000円 

問合せ先名称 おやべスポーツクラブ 電話 0766-67-7686 

正得公民館 園芸クラブ 活動種目 園芸 

活動回数・日時 年10回 8：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 正得公民館 
活動範囲 

正得公民館 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

食生活改善推進協議会 正得支部 活動種目 食生活 

活動回数・日時 年10回 不定期 

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 なし 

問合せ先名称  電話  

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  
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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   

 

 

 

 

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  

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  
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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   

 

 

 

 

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  

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  
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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   

 

 

 

 

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  

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  
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美術・工芸 南砺市   

 

美術・工芸 南砺市   

 

美術・工芸 南砺市   

 

美術・工芸 南砺市   

 

美術・工芸 南砺市   

 

 

 

 

墨苗会 活動種目 墨彩画 

活動回数・日時 月2回 （水）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 苗加苑 
活動範囲 

砺波市、南砺市一円 

会費等 月3,500円 

問合せ先名称 苗加苑 電話 0763-32-7294 

すみの会 活動種目 書道 

活動回数・日時 月2回 （水）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 苗加苑 
活動範囲 

福祉センター一円、砺波市

外 会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

絵手紙サークル 野の花会 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） 南砺市北部公民館 
活動範囲 

南砺市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 南砺市北部公民館 電話 0763-22-6350 

高瀬菊友の会 活動種目 菊づくり 

活動回数・日時 月1回 随時 

主な活動場所（施設名） 南砺市高柳西公民館 
活動範囲 

南砺市内ほか 

会費等 年2,500円 

問合せ先名称  電話  

福野北部切り絵同好会 活動種目 切り絵 

活動回数・日時 月1回 第四（土）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 南砺市福野北部公民館 
活動範囲 

南砺市他 

会費等 月500円、初回道具代約1,500円、用紙代 

問合せ先名称 南砺市福野北部公民館 電話 0763-22-6350 
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生活文化・趣味・教養 南砺市   

 

生活文化・趣味・教養 南砺市   

 

生活文化・趣味・教養 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

 

 

 

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  

城端ゲートボール 活動種目 ゲートボール 

活動回数・日時 週3回 （火）（木）（金）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 南砺市城南屋内グランド 
活動範囲 

城端地区 

会費等 年2,500円 

問合せ先名称  電話  

広瀬ゲートボールクラブ 活動種目 ゲートボール 

活動回数・日時 週3回 （火）（土）（日）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 公民館前グランド 
活動範囲 

広瀬地区内 

会費等 年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 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

 

 

 

福光卓愛会 活動種目 卓球 

活動回数・日時 週2回 （木）（金）19：30～21：30 

主な活動場所（施設名） 福光体育館 
活動範囲 

北陸三県等 

会費等 年4,000円 

問合せ先名称  電話  

城端パークゴルフ協会 活動種目 パークゴルフ 

活動回数・日時 週4回 （水）13：00～16：30 

主な活動場所（施設名） 城端パークゴルフ場 
活動範囲 

南砺市城端及び福光、砺波

市庄川 会費等 年2,500円 

問合せ先名称  電話  

たちまち（立待）の会 活動種目 
フレッシュテニス、ラージ

ボール卓球 

活動回数・日時 週４～5回 （月）（木）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 南砺市福光体育館 
活動範囲 

南砺市一円 

会費等 年2,500円 

問合せ先名称  電話  

福光ペタンク協会 活動種目 ペタンク 

活動回数・日時 週2回 （火）（木）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 各地区の公民館 
活動範囲 

福光町一円 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  

南砺市石黒ペタンククラブ 活動種目 ペタンク 

活動回数・日時 週2回 （月）（木）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 石黒公民館グランド 
活動範囲 

石黒地区、南砺市、県内等 

会費等 年3,000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 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

 

 

 

太極拳を楽しむ会 活動種目 太極拳 

活動回数・日時 週1回 毎（水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 南砺市福野北部体育館 
活動範囲 

南砺市福野及び近隣の町村 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

ＩＯＸ（イオックス）スマイル３Ｂ 活動種目 ３Ｂ体操 

活動回数・日時 月4回 （月）20：00～21：30 

主な活動場所（施設名） 西太美公民館 
活動範囲 

 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 西太美公民館 電話 0763-55-1126 

石黒貯筋教室 活動種目 筋肉体操、脳トレ 

活動回数・日時 週1回 （火）13：30～14：30 

主な活動場所（施設名） 南砺市石黒公民館 
活動範囲 

石黒自治振興地区 

会費等 入会金1,000円、参加費1,000円 

問合せ先名称  電話  

骨盤体操教室 活動種目 骨盤体操 

活動回数・日時 週1回 （金）13：30～14：30 

主な活動場所（施設名） 福野南部公民館 
活動範囲 

 

会費等 チケット制8回3,000円 

問合せ先名称  電話  

健康体操＆サロン 活動種目 体操 

活動回数・日時 週1回 （木）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 福野南部公民館 
活動範囲 

市内一円 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 福野南部公民館 電話 0763-22-6355 
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健康・スポーツレクリエーション 南砺市   

 

健康・スポーツレクリエーション 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   

 

 

 

 

広瀬舘カローリング部会 活動種目 カローリング 

活動回数・日時 月2回 第二第四（土）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 南砺市福光体育館 
活動範囲 

南砺市内及び富山市 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  

石黒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 月2回 （金）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 福光スポーツクラブ（アリーナ） 
活動範囲 

南砺市及び県内一円 

会費等 入会金1,000円、大会参加費等2,000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 
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語学・文学・読書 射水市   

 

語学・文学・読書 射水市   

 

郷土・歴史 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

音楽・芸能 射水市   

 

 

 

 

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 

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 

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 

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 
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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   

 

 

 

 

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  

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 
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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   

 

 

 

 

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  

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  
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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 

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 
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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   

 

 

 

 

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  

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  
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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   

 

 

 

 

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  

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  


