
年・月
・週回数等

曜日

1 鬼高 音楽・カラオケ 尺八 市川　竹友会 一般 不定期 不定期

2 鬼高 音楽・カラオケ
歌を通して会員の親
睦を図る

歌声　さざんか 一般 不定期 水

3 鬼高 音楽・カラオケ 歌のレッスン 歌フレンズ 一般 ４ 木

4 鬼高 音楽・カラオケ ギター エルインビエルノ 一般 ２・４ 土

5 鬼高 音楽・カラオケ 三味線 勝英会 制限なし 不定期 土 9:00 ～ 12:00

6 鬼高 音楽・カラオケ クラシックギター
ギターサークル　フレンド
リー

一般 毎週 木

7 鬼高 音楽・カラオケ
歌うことにより心身の健
康を図る 健康ボイストレーニング 一般 ２・４ 火

8 鬼高 音楽・カラオケ ゴスペル
ゴスペルクワイヤハッ
ピーバーズ

一般 不定期 金

9 鬼高 音楽・カラオケ 女性コーラス
ファンダンテ（女声コーラ
ス）

女性 ２・４ 土

10 鬼高 音楽・カラオケ ハーモニカ
ローズハーモニカ　クラ
ブ

制限なし １・３ 木

11 鬼高 踊り・ダンス クラシックバレエ 鬼高クラシックバレエ
一般

少年少女 毎週
水
木

12 鬼高 踊り・ダンス 新舞踊 菊清会（新舞踊） 一般 １・３ 木

13 鬼高 踊り・ダンス 踊り 光江流かっぽれ 制限なし 不定期 土

14 鬼高 踊り・ダンス 古典琉球舞踊
琉球舞踊研究所　千寿
会

一般 毎週 火

15 鬼高 スポーツ・ウォーキング会議 ＦＣ鬼高（サッカー） 少年 少女 不定期
水

土日祝

16 鬼高 スポーツ・ウォーキング会議
鬼高コンバットフレンズ（野
球）

制限なし 不定期
土
日

9:00 ～ 15:00

17 鬼高 スポーツ・ウォーキングダーツ 鬼高ダーツクラブ 高齢者
１・３・５
２・４

木
土

18 鬼高 スポーツ・ウォーキング空手 空手 制限なし 毎週 金

19 鬼高 スポーツ・ウォーキング吹き矢 吹矢市川雅鬼高 一般 ２・４ 水

20 鬼高
健康体操・ストレッ
チ

ヨガ 鬼高ヨガサークル 一般 毎週 火

21 鬼高
健康体操・ストレッ
チ

健康体操 さわやか健康体操
高齢者
女性 毎週 木

22 鬼高
健康体操・ストレッ
チ

スクエア・ステップ スクエア・ステップ鬼高 一般 １・３ 水

23 鬼高
健康体操・ストレッ
チ

太極拳 太極拳サークル 一般 １・２・３ 木

24 鬼高
健康体操・ストレッ
チ

ピラティス ミモザ　ピラティス 女性 不定期
火
金

25 鬼高
健康体操・ストレッ
チ

ヨガ 木曜ヨガサークル 女性 １・２・３ 木

26 鬼高 文学・文芸・歴史 川柳 鬼高川柳会 一般 ３ 金

9:30　～　11:30

10:00　～　12:00

10:00　～　11:30

13:00　～　16:00

16:30　～　21:00

10:00　～　12:00

18:30　～　20:00

11:30　～　13:30

14:00　～　15:30

14:00　～　16:00

 9:30　～　12:00

13:30　～　15:30

16:15　～　20:00
17:15　～　21:00

13:30　～　15:30

13:00　～　17:00

13:30　～　16:30

13:30　～　16:00

18:00　～　20:30
12:00　～　20:00

13:30　～　15:30

13:30　～　15:30

18:00　～　21:00

10:00　～　11:30

№
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27 鬼高 文学・文芸・歴史 俳句 楓句会 一般 ２ 火

28 鬼高 文学・文芸・歴史 俳句
玉珧句会（たひらぎくか
い）

一般 ４ 火

29 鬼高 語学・国際交流 英会話 アリス英会話 一般 ２・４ 木

30 鬼高 語学・国際交流 英会話 こすもす（英会話） 一般 １・２・３ 金

31 鬼高 語学・国際交流 中国語 夢飛中国語サークル 少年少女 毎週 日

32 鬼高 子育て・読み聞かせ 子育て支援
ＮＰＯ法人親そだちネット
ワーク　ビジー・ビー

親子 不定期 不定期

33 鬼高 絵画 絵手紙 あじさいの会（絵手紙） 制限なし ４ 金

34 鬼高 絵画 油絵 油絵オレンジ 一般 １・３ 水

35 鬼高 絵画 水彩画 いち木さん（水彩画） 一般 １・３ 木

36 鬼高 絵画 絵手紙 弥生会（絵手紙） 一般 ２ 水

37 鬼高 書道 書道 子ども書道 制限なし
２・４
毎週

火
金

38 鬼高 書道 書道 墨彩会(書道） 一般 １・２・３ 金

39 鬼高 華道 生け花 生け花クラブ（草月流） 一般 １・３ 火

40 鬼高
その他の趣味サー
クル

囲碁 囲碁サークル 一般 毎週 水

41 鬼高
その他の伝統芸能
サークル

囲碁 市川囲碁クラブ 制限なし 毎週 日

42 鬼高
その他の趣味サー
クル

将棋 鬼高将棋同好会 一般 毎週 水

43 鬼高
その他の趣味サー
クル

手品 鬼高マジックサークル 一般 ３ 火

44 鬼高
その他の趣味サー
クル

麻雀 健康麻雀サークル 女性
毎週
２・４

月
木

45 鬼高
その他の趣味サー
クル

写真 フォト鬼高 一般 ２ 日

46 鬼高
地域・ボランティア
活動

ボランティア活動 エイプロンズ 一般 ２・４ 水

47 鬼高
地域・ボランティア
活動

会議 SL市川浦安ネット 一般 不定期 不定期

48 鬼高
地域・ボランティア
活動

ボランティア活動
ＮＰＯ法人歌のボランティア
いちかわシャンテ（おにおんクラブ) 一般 ２ 金

49 鬼高
地域・ボランティア
活動

ボランティア活動
第六中ブロックコミュニ
ティクラブ

制限なし 不定期 不定期

50 鬼高 その他の学習会 女性の地位向上 新婦人市川支部（鬼高） 制限なし 全週

月
火
金
土

51 鬼高 その他の学習会
結婚や幸せになる
ための学習

ＭＳＣ（マリッジセミナー
サークル）

女性 不定期 火

不定期

不定期

10:00　～　12:00

12:30　～　15:30

13:30　～　16:30

10:00　～　12:00

９:00　～　12:00

10:00　～　12:00

14:00　～　16:00

講師は月2回

 9:00　～　12:00

9:00　～　12:00

13:00　～　16:00

不定期

10:00　～　13:00

13:30　～　15:30

13:30　～　16:00

13:30　　～15:00
18:00　～　19:30

13:30　～　16:30

13:00　～　16:00

10:00　～　12:00

10:00　～　11:00

9:00　～　12:00

10:00　～　12:30

13:30　～　16:00
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