
No. グループ名 活動内容 活動日 活動時間 月会費

1 　古典クラブ 　古典を楽しむ 第1・3木 9時45分～11時45分 1,000円

2 　駒の会 　現代文学を楽しむ 第1金 10時～12時 年間1,000円

3 　さわやか英会話 　英会話 第1・3土 13時～15時 2,000円

4 　パソコン悠々会 　パソコン技術 第2・4火 19時～21時 1,300円

5 　ゆっくりパソコンの会 　パソコン技術 第1・3･4水 13時～15時 2,500円

6 　若林ふるさとネット
　交流館のホームページ
　作成･更新

第3金 13時～16時 100円

7 　高岡書道同好会 　書道 第1・3土 15時～17時 2,500円

8 　高岡ペン習字 　ペン習字 第1・2・4水 9時30分～11時30分 2,000円

9 　若彩会 　水彩画、油絵、デッサン 第2・4金 13時～15時 1,000円

10 　ママブラスソレイユ 　楽器演奏 毎週木 10時～12時 1,000円

11 　三河神明太鼓 　和太鼓 毎週水 19時～21時
大人3,000円

子ども1,500円

12 　若林銭太鼓 　銭太鼓 第2・4水 12時～15時 1,000円

13 　大正琴ミレニアム 　大正琴 第1・3火 9時～11時30分 2,000円

14 　花梨の会 　三味線 毎週火 13時～15時 3,500円

15 　スマイルエコー 　コーラス 第2・4木 13時15分～15時 年間5,000円

16 　たかおかコーラス 　コーラス 毎週金 9時40分～1１時45分 3,000円

17 　歌声木立 　カラオケ 第2・4土 12時30分～15時 2,000円

18 　高岡カラオケ同好会 　カラオケ 毎週木 19時～21時 1,500円

19 　白ゆり 　カラオケ 第1・3水 9時30分～11時45分 2,000円

20 　若林詩吟愛好会 　詩吟 第2・3・4火 9時30分～11時30分 500円

21   芳扇会 　日本舞踊 第1・2・3木 12時～15時 2,000円

22 　ひまわり 　社交ダンス 毎週火 19時～20時45分 4,000円

23 　若林ポピー 　フォークダンス 第1・3火 10時～11時30分 750円

24 　アロハピコ 　親子のフラダンス 第２・4木 10時20分～11時３５分 1,700円

25
  ルネサンス・バロックダンス
　ｉｎ若林 　ダンス 第4火 9時30分～12時 1,000円

26 　石蕗の会 　野の花を活ける 第4金 18時30分～20時30分 1,000円

27 　男の料理クラブ 　料理 第2土 9時30分～12時 1,000円

28 　とことん楽しむ蕎麦同好会 　蕎麦打ち 第2土 12時～15時 年間2,000円

29 　土曜料理クラブ 　料理 第3土 9時～12時 1,000円

30 　あいうえお料理塾 　料理 第3金 9時～15時 1,500円
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皆さん  いきいきと活動中です。ぜひ一度ご見学ください。
ご来館をお待ちしています！

※グループによっては会員募集をしていない場合もあります。

入会・見学希望の方は、事前に交流館へお問い合わせください。　　若林交流館　☎52-3858
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31   チーズマフィン   パン作り 第２木 9時～1２時 1,500円

32 　マドレーヌ 　パン作り 第2木 18時～21時 1,500円

33 　あじさい 　パッチワーク 第2・4金 10時～12時 1,000円

34   おはりばこ 　リサイクル洋裁 第1・3木 12時～15時 1,000円

35 　じゅうじ花 　創作アップリケ 第2・4水 10時～12時 2,000円

36 　なごみ 　布ぞうり作り、手編み 第2･4土 9時～12時 600円

37 　籐手芸 　籐手芸 第3水 10時～12時 3ｹ月2,000円

38 　手話サークルハンドる   手話 毎週火 10時～12時 80円

39
  ボランティア人形劇団
  ころりん座 　人形劇の練習 毎週水 9時30分～12時 なし

　高齢者支援(ふれあいサロン開催) 第2水 9時～16時

　ふれあいサロン準備 第3土 12時30分～17時

41
　おはなしとうた
　四つ葉のクローバー   朗読と回想法 第1水 15時15分～17時45分 年間1,000円

42   高岡地域消費者グループ 　消費生活の学習 第1・3金 9時30分～12時 500円

43 　タンポポ健康体操 　健康体操 毎週金 13時～15時 1,000円

44 　土曜ストレッチ 　ストレッチ体操 第1・3・4土 19時～20時30分 2,000円

45 　３Ｂコスモス 　３Ｂ体操 第1・3・4金 19時30分～21時 3,000円

46 　高岡ヨーガの会 　ヨガ 毎週水 19時～20時30分 2,500円

47   ナチュラルヨガ   ヨガ 毎週火 13時～15時 2,000円

48 　ルーシーダットンの部屋 　タイ式ヨガ 毎週土 10時～12時 1,500円

49 　豊田若林太極拳同好会 　太極拳 毎週金 13時20分～15時 1,500円

50 　日本空手道不動会 　空手（子ども） 毎週火 18時15分～20時45分 5,000円

51 　初心者囲碁くらぶ 　囲碁 毎週日 12時30分～15時 年間4,000円

52 　親睦碁会 　囲碁 毎週木 12時～18時 年間3,000円

53 　高岡写真クラブ 　写真 第4土 9時～12時 半年2,000円

54 　おかあさんといっしょ 　育児サークル 第2・4水 10時～11時30分 500円

55 　ひつじっこ 　育児サークル 第1･3木 10時～12時 300円
ま

ち

づ

く

り 56 　男のサロン 　定年後の男性の仲間づくり 第3日 9時30分～12時  100円

新 57 　若林ギターサークル 　クラッシックギター 毎週水 19時～20時30分 1,500円

新 58 　デジフォトクラブ 　パソコン技術 第１、３火 ９時30分～12時 ２,500円
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皆さん  いきいきと活動中です。ぜひ一度ご見学ください。
ご来館をお待ちしています！

※グループによっては会員募集をしていない場合もあります。

入会・見学希望の方は、事前に交流館へお問い合わせください。　　若林交流館　☎52-3858
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　友愛訪問の会
　高岡ボランティア

50円40
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