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20 中央 手工芸 木目込み人形作り 愛好会「円」 一般 月２回 金 10:00 ～ 16:00

21 中央 手工芸 着物リメイク あじさいの会 女性 第１・3 水 9:30 ～ 12:00

22 中央 手工芸 ステンシルの練習 アートステンシル 制限なし
第１・3
第１

火
金

12:00
10:00

～
14:00
12:00

23 中央 手工芸 折り紙 折り紙サークル 高齢者 第１ 金 13:30 ～ 15:30

24 中央 手工芸 布クラフト るんるんクラフト 女性 第１ 水 10:00 ～ 13:00

25 中央 手工芸
健康・文化活動、女性の
地位向上

国連NGO新日本婦人の
会市川支部（コスモス）

女性 第2 火 13:00 ～ 16:00

26 中央 手工芸 木彫作成 山瀬木彫同好会 一般 第2・4 木 13:00 ～ 15:00

23 鬼高 手工芸 パッチワーク パッチワーククラブ 女性 1・3 火 10:00 ～ 12:00

49 信篤 手工芸 銀粘土 アートクレイ 一 般 第 ３ 火 10:00 ～ 12:30

50 信篤 手工芸 和服リメーク かすみ草 一 般
第１・

３
木 9:30 ～ 12:00

36 東部 手工芸 シルバーアクセサリー Ｋ工房 制限なし 第2・4 木 13:30 ～ 17:00

37 東部 手工芸 トールペイント エンジョイトール 女性 第1・3 水 10:00 ～ 12:30

38 東部 手工芸 シャドウボックス シャドウボックス 女性 第1 月 10:00 ～ 12:30

39 東部 手工芸 吊るし雛 吊るし雛の会 一般 第４ 水 12:30 ～ 16:00

40 東部 手工芸 篆刻 篆刻クラブ 一般 第1・2・4 水 13:00 ～ 15:00

18 柏井 手工芸 押し花 押し花　たんぽぽ 女性 第1 火 13:30 ～ 16:30

19 柏井 手工芸 着物リメイク おとめ会 女性 第1・３ 月 9:30 ～ 12:00

20 柏井 手工芸 七宝焼 七宝焼クラブ 一般 第1・３ 水 9:00 ～ 12:00

47 大野 手工芸 陶芸 茶巌庵市川陶芸倶楽部 一般 第2，4 水曜日

48 大野 手工芸 リメイク 絹の会 女性 第2，4 水曜日

23 若宮 手工芸 染物 美ら海会 一般 第２・４
月
木

10:00
12:00

～
16:00
16:00

24 若宮 手工芸 ビーズ作品 若宮キラキラビーズ 女性 第３ 金 13:00 ～ 15:00

25 若宮 手工芸 刺繍 若宮ハーダンガークラブ 一般 第１・３ 金 13:00 ～ 15:30

84 市川 手工芸 アートフラワー アートフラワーの会 女性 第４ 金 10:00 ～ 15:00

85 市川 手工芸 絵手紙 絵手紙風の会 制限なし 第３ 土 10:00 ～ 12:00
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86 市川 手工芸 毛糸の手編みの修得 手編　あざみ 制限なし 毎週 土 13:00 ～ 16:00

87 市川 手工芸 ビーズ編み ビーズステッチサークル 女性 第２ 金 10:00 ～ 12:00

88 市川 手工芸 陶芸の製作 陶の会 一般 第２・４ 木 12:30 ～ 15:30
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