金沢市 公民館
団体名称

ふりがな

団体の所在地

電話

FAX

メールアドレス

ブロック

ホームページ

1 野町公民館

のまちこうみんかん

野町3丁目1-15

076-241-5971

076-241-5211

nomachi1@spacelan.ne.jp
城南

http://www.spacelan.ne.jp/~nomachi-k/

2 弥生公民館

やよいこうみんかん

弥生1丁目29-13

076-241-1329

076-236-2237

yayoi.hp@gmail.com
城南

http://www.yayoi-k.com/

3 中村町公民館

なかむらまちこうみんかん

中村町10-35

076-247-4447

076-247-4447

nakamura-k@spacelan.ne.jp
城南

http://www.spacelan.ne.jp/~nakamura-k/

4 城南公民館

じょうなんこうみんかん

若草町22-12

076-247-7041

076-247-7025

jounan-k@spacelan.ne.jp
城南

http://jounaninfo.blog.fc2.com/

5 新竪町公民館

しんたてまちこうみんかん

鱗町62

076-231-0258

076-231-0260

Sintat-k@spacelan.ne.jp
城南

無

6 菊川町公民館

きくがわまちこうみんかん

菊川2丁目3-3

076-261-1769

076-256-1729

kikuga-k@spacelan.ne.jp
城南

http://www.spacelan.ne.jp/~kikuga-k/

7 小立野公民館

こだつのこうみんかん

小立野4丁目7-51

076-221-0807

076-221-0809

kodatu-k@spacelan.ne.jp
城東

http://www.spacelan.ne.jp/~kodatu-k/

8 材木公民館

ざいもくこうみんかん

材木町13-11

076-231-3689

076-231-3689

zaimoku-k@spacelan.ne.jp
中央

http://www.spacelan.ne.jp/~zaimoku-k/

9 味噌蔵町公民館

みそぐらまちこうみんかん

兼六元町7-19

076-221-2573

076-221-2573

misogura-k@spaselan.ne.jp
中央

http://www.spacelan.ne.jp/~misogura-k/

10 長町公民館

ながまちこうみんかん

長町2丁目2-16

076-231-5730

076-231-5734

nagamati-k@spacelan.ne.jp
中央

http://nagamachi-k.sakura.ne.jp/index.htm

11 松ヶ枝公民館

まつがえこうみんかん

高岡町7-23

076-221-6005

076-221-6113

matuga-k@spacelan.ne.jp
中央

https://plus.google.com/+%E6%9D%BE%E3%82%B1%E6%9E%9D%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A
4%A8%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%B8%82

12 長土塀公民館

ながどへいこうみんかん

長町3丁目3-3

076-265-7496

076-265-7496

nagadohe-k@spacelan.ne.jp
中央

http://www.spacelan.ne.jp/~nagadohe-k/

13 芳斎公民館

ほうさいこうみんかん

芳斉2丁目3-2

076-221-7226

076-221-7234

housai-k@spacelan.ne.jp
中央

無

14 長田町公民館

ながたまちこうみんかん

長田1丁目5-50

076-263-3900

076-263-3900

nagata-k@spacelan.ne.jp
西部

http://www.spacelan.ne.jp/~nagata-k/home/kouminkan.html

15 此花町公民館

このはなまちこうみんかん

此花町2-7

076-263-8148

076-263-8148

konohana-k@spacelan.ne.jp
中央

http://www.spacelan.ne.jp/~konohana-k/

16 瓢箪町公民館

ひょうたんまちこうみんかん

彦三町2丁目10-5

076-221-1476

076-221-1522

hyouta-k@spacelan.ne.jp
中央

http://hyoutantan.com/

17 馬場公民館

ばばこうみんかん

東山3丁目9-35

076-252-0705

076-252-0726

baba-k@spacelan.ne.jp
城北

http://babakouminkan.sakura.ne.jp/WordPress/

18 浅野町公民館

あさのまちこうみんかん

乙丸町甲161

076-251-1637

076-251-4008

asanomati@spacelan.ne.jp
城北

http://asanomati.main.jp/

19 森山公民館

もりやまこうみんかん

森山2丁目11-13

076-252-6873

076-252-6891

moriyama-k@spacelan.ne.jp
城北

http://www.spacelan.ne.jp/~moriyama-k/

20 千坂公民館

ちさかこうみんかん

千木1丁目119

076-257-0670

076-257-0670

chisaka-k@spacelan.ne.jp
城北

http://www.spacelan.ne.jp/~chisaka-k/

21 夕日寺公民館

ゆうひでらこうみんかん

夕日寺町ロ35

076-251-0027

076-251-1266

yuuhidera@spacelan.ne.jp
城北

http://www.yachigusa.or.jp/yuuhidera/

22 諸江公民館

もろえこうみんかん

諸江29-1

076-263-1630

076-224-6884

moroe-k@spacelan.ne.jp
湖南

http://www.spacelan.ne.jp/~moroe-k/

23 富樫公民館

とがしこうみんかん

山科1丁目6-8

076-241-1971

076-241-5910

togashi-k@spacelan.ne.jp
南部

http://togashi-pub.com/

24 米丸公民館

よねまるこうみんかん

間明町2丁目72

076-291-1171

076-291-1193

Yonemaru-k@spacelan.ne.jp
南部
http://yonemaru.main.jp/

25 三馬公民館

みんまこうみんかん

久安6丁目59-1

076-243-2734

076-243-2808

minma-k@spacelan.ne.jp
南部

無

26 崎浦公民館

さきうらこうみんかん

小立野２丁目41-36

076-231-6851

076-263-5842

sakiur-k@spacelan.ne.jp
城東

http://www.spacelan.ne.jp/~sakiur-k/

27 小坂公民館

こさかこうみんかん

小坂町北312

076-252-3067

076-252-8425

kosa-kou@spacelan.ne.jp
城北

http://www.spacelan.ne.jp/~kosaka5/

28 鞍月公民館

くらつきこうみんかん

直江南1丁目1番地

076-237-6446

076-237-6224

Kuratuki-k@spacelan.ne.jp
城南

http://www.spacelan.ne.jp/~kuratuki-k/

29 浅野川公民館

あさのがわこうみんかん

大河端町西1-96

076-238-2100

076-238-2100

asanogawa@spcelan.ne.jp
湖南

http://asanogawa.net/

30 粟崎公民館

あわがさきこうみんかん

粟崎町1丁目3

076-238-2632

076-238-2631

awagasaki@spacelan.ne.jp
湖南

http://www.awagasaki.jp/

31 大野町公民館

おおのまちこうみんかん

大野町1丁目8-5

076-268-3896

076-268-3896

oonomachi@spacelan.ne.jp
西部

http://www.spacelan.ne.jp/~oonomachi/

32 戸板公民館

といたこうみんかん

戸板1丁目2番地

076-231-5830

076-231-5180

toita-k@spacelan.ne.jp
西部

https://toitakoumi.exblog.jp/

33 大徳公民館

だいとくこうみんかん

畝田西1丁目201-1

076-268-3214

076-268-3533

Daitoku-k@spacelan.ne.jp
西部

http://www.spacelan.ne.jp/~daitoku-k/

34 金石町公民館

かないわこうみんかん

金石西4丁目5-30

076-267-2774

076-267-7358

kanaiwa-k@spacelan.ne.jp
西部

https://www.kanaiwamachi-kouminkan.org/

35 二塚公民館

ふたつかこうみんかん

北塚町西98

076-249-3474

076-240-4254

futatuka-k@spacelan.ne.jp
西部

http://www.spacelan.ne.jp/~futatuka-k/

36 大浦公民館

おおうらこうみんかん

大浦町ヌ93-1

076-238-5271

076-237-9360

ooura-k@spacelan.ne.jp
湖南

http://www.spacelan.ne.jp/~ooura-k/

37 松寺公民館

まつでらこうみんかん

松寺町丑42

076-238-1020

076-238-1020

matudera-k@spacelan.ne.jp
湖南

http://www.spacelan.ne.jp/~matudera-k/

38 安原公民館

やすはらこうみんかん

福増町北1067

076-249-2282

076-249-2202

Yasuhara-k@spacelan.ne.jp
西部

無

39 額公民館

ぬかこうみんかん

額谷3丁目1-1

076-296-1515

076-296-1717

nuka-k@spacelan.ne.jp
南部

無

40 内川公民館

うちかわこうみんかん

三小牛町20-1-10

076-247-2263

076-247-2240

uchikawa-k@bz04.plala.or.jp
城東
http://www.uchikawa-k1.bz-office.net/

41 犀川公民館

さいがわこうみんかん

末町6-67-1

076-229-0949

076-229-0944

saigawa-k@spacelan.ne.jp
城東

42 湯涌公民館

ゆわくこうみんかん

芝原町イ59

076-235-1852

076-235-1852

yuwaku-k@m3.spacelan.ne.jp
城東
http://www3.spacelan.ne.jp/~yuwaku-hp/

43 押野公民館

おしのこうみんかん

八日市2丁目464

076-247-0856

076-247-9030

oshino-k@spacelan.ne.jp
南部

http://www.spacelan.ne.jp/~oshino-k/

44 田上公民館

たがみこうみんかん

田上の里2丁目3

076-261-1331

076-261-1516

tagami-k@topaz.plala.or.jp
城東

http://tagamicc.jp/

45 森本公民館

もりもとこうみんかん

南森本町チ103-1

076-258-0317

076-258-0317

morimoto-k@spacelan.ne.jp
城北

無

46 伏見台公民館

ふしみだいこうみんかん

窪5丁目675

076-243-3341

076-243-3341

husimidai@spacelan.ne.jp
南部

http://www.spacelan.ne.jp/~husimidai/

47 花園公民館

はなぞのこうみんかん

今町チ41

076-258-0006

076-258-0006

hanazono-k@spacelan.ne.jp
城北

無

48 新神田公民館

しんかんだこうみんかん

新神田1-1-18

076-291-0025

076-291-0259

shinkanda-k@spacelan.ne.jp
南部
http://www.spacelan.ne.jp/~shinkanda-k/

49 医王山公民館

いおうざんこうみんかん

二俣町6-14-9

076-236-1233

076-236-1727

iou-k1233@m3.spacelan.ne.jp
城東
無

50 薬師谷公民館

やくしだにこうみんかん

不動寺町イ34-1

076-257-2488

076-257-2467

yakushidani-k@spacelan.ne.jp
城北
http://www.spacelan.ne.jp/~yakusidani-k/

51 三和公民館

みわこうみんかん

上荒屋4丁目82

076-240-7530

076-240-7530

miwa-k@spacelan.ne.jp
南部

http://www.spacelan.ne.jp/~miwa-k/index.html

52 西公民館

にしこうみんかん

西念2-34-9

076-262-6716

076-262-3185

nisi-k@spacelan.ne.jp
西部

http://www.spacelan.ne.jp/~nisi-k/

53 西南部公民館

せいなんぶこうみんかん

西金沢3丁目684

076-240-8860

076-240-8960

seinanbu-k@spacelan.ne.jp
南部

http://www.spacelan.ne.jp/~seinanbu-k/

54 米泉公民館

よないずみこうみんかん

米泉町8丁目126

076-241-8924

076-247-1909

yanaizumi@spacelan.ne.jp
南部

http://yonaizumi.sub.jp/

55 三谷公民館

みたにこうみんかん

宮野町ホ79

076-257-6727

076-257-6748

mitani-k@spacelan.ne.jp
城北

http://www.spacelan.ne.jp/~mitani-k/

56 湖南公民館

こなんこうみんかん

八田町東1459-1

076-258-0023

076-258-0023

Konan-k@spacelan.ne.jp
城北

http://konan-kanazawa.jp/

57 旭日公民館

あさひこうみんかん

加賀朝日町ホ-33

076-257-5547

076-257-5547

kyokujitu-k@amber.plala.or.jp
城北
http://www7.plala.or.jp/kyokujituhome/index.html

58 俵公民館

たわらこうみんかん

俵町ツ63-2

076-222-4855

076-222-4855

tawara-k@cocoa.plala.or.jp
城東

http://www5.plala.or.jp/tawara-k/

59 東浅川公民館

ひがしあさかわこうみんかん

上中町ニ14

076-229-0936

076-229-0936

h-aakawa-k@blue.plala.or.jp
城東

無

60 扇台公民館

おうぎだいこうみんかん

馬替1丁目29-1

076-296-8585

076-296-8588

ougidai-k@spacelan.ne.jp
南部

http://ougidai.jp/

http://www.spacelan.ne.jp/~saigawa-k/

