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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 信篤 音楽・カラオケ コーラス 青山はもり隊 一般 不定期 土

12 信篤 音楽・カラオケ カラオケ
市川市カラオケ愛好
会

一般 第１・３週 日

13 信篤 音楽・カラオケ カラオケ カラオケサークルメロディ 第２・４週 金

14 信篤 音楽・カラオケ 音楽療法
NPO法人歌のボランティ
ア・ いちかわシャンテ

一般 不定期 　

15 信篤 音楽・カラオケ オーケストラ
いちかわクラシック音
楽鑑賞会

高齢者 第２・４週 木

16 信篤 音楽・カラオケ ウクレレ ウクレレサークル 一般 第１・３週　 土

17 信篤 音楽・カラオケ オカリナ演奏 オカリナ花音 一般 第１・３週　 月

18 信篤 音楽・カラオケ ゴスペル
ゴスペルサークル　ミ
ルキーウェイ

一般 第１・３週　 金

19 信篤 音楽・カラオケ コーラス ステラ 女性 毎週 金

20 信篤 音楽・カラオケ コーラス ダンデライオン 一般 不定期

21 信篤 音楽・カラオケ 英語の歌を歌う ムーンライト 一般 第１・３週 金

22 信篤 音楽・カラオケ カラオケ やまびこ会 一般 第１～４週 土

23 信篤 音楽・カラオケ マンドリン音楽
ラーラ･マンドリンクラ
ブ

一般 第１・３週　 日

24 信篤 音楽・カラオケ 歌の練習
歌のサークル  歌恋
会

女性 第２・４週 火

25 信篤 音楽・カラオケ 音楽療法
歌のボランティア いちかわ
シャンテ　カナリアンズ 一般 第３ 水
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26 信篤 音楽・カラオケ 民謡　 原木民謡クラブ 一般 毎週 土

27 信篤 音楽・カラオケ 合唱
混声合唱団リベラー
レ

一般 月３回　
土
日

28 信篤 音楽・カラオケ コーラス
市川コーロ・バンビー
二

親子 　 土

29 信篤 音楽・カラオケ 大正琴 信篤琴響会(大正琴) 一般 第１・３週 水

30 信篤 音楽・カラオケ コーラス
地域クラブ信篤グリー
ンハーモニー

女性 毎週　 水

31 東部 音楽・カラオケ合唱 愛唱歌の会 一般 2・4 火

32 東部 音楽・カラオケ楽器演奏 市川シニアアンサンブル 高齢者 毎週 火

33 東部 音楽・カラオケハーモニカ演奏 市川東ハーモニカクラブ 一般 毎週 木

34 東部 音楽・カラオケウクレレ演奏 ウクレレ東風 一般 1・3 日

35 東部 音楽・カラオケオカリナ演奏 オカリナサークル　ららら 制限なし 1・3 火

36 東部 音楽・カラオケ箏（山田流） お箏の集い 制限なし 月3回 土

37 東部 音楽・カラオケクラッシックギター
ギターサークル　エ
ル・ベラーノ

一般 毎週 土

38 東部 音楽・カラオケ合唱 抒情歌クラブ 一般 1・3 土

39 東部 音楽・カラオケカラオケ 新生カラオケサークル 一般 1・2・4 日

40 東部 音楽・カラオケマンドリン 東部マンドリーノ 一般 毎週 火

41 東部 音楽・カラオケウクレレと歌 ルナ・ウクレレクラブ 一般 毎週 火

42 柏井 音楽・カラオケ ウクレレ演奏
柏井
  ウクレレサークル

一般 第１・３ 日

43 柏井 音楽・カラオケ 合唱 コールありのみ 一般 第１・３ 金

44 柏井 音楽・カラオケ ボイストレーニング ハッピーボイス柏井 一般 第３ 火

45 大野 音楽・カラオケ コーラス アンサンブル大柏 女性 第２・４ 土

46 大野 音楽・カラオケ 二胡 大野♪笑胡二胡の会 一般 第１・３ 木

47 大野 音楽・カラオケ コーラス 大野混声合唱団 制限なし 毎週 土

48 大野 音楽・カラオケ ウクレレ 大野ウクレレサークル 一般 毎週 水

49 大野 音楽・カラオケ コーラス コーラス「虹の会」 女性 毎週 木

50 大野 音楽・カラオケ コーラス
声のアンチエイジングコ
スモス

一般 第１ 火
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51 大野 音楽・カラオケ コーラス こざとコーラス同好会 女性 第２・４ 火

52 大野 音楽・カラオケ 大正琴 大正琴　錦輝宴会 制限なし 毎週
木
土

53 若宮 音楽・カラオケ 合唱 コール若葉 一般 第１・３ 水

54 若宮 音楽・カラオケ ピアノ演奏 ソナチネクラブ 制限なし 第１～３ 火

55 若宮 音楽・カラオケ 合唱 楽しく歌おう若宮クラブ 一般 第１・３ 木

56 市川 音楽・カラオケ コーラス練習 藍の会 女性 第２・４ 金

57 市川 音楽・カラオケ 女声合唱 アンサンブル・ジュディ 女性
第１・３・

４
木

58 市川 音楽・カラオケ 合唱 市川混声合唱団 一般 毎週 木

59 市川 音楽・カラオケ 合唱、音楽による情操の涵養 市川児童合唱団 少年少女 毎週 日

60 市川 音楽・カラオケ 合唱（混声合唱） 市川市民合唱団 一般 毎週 日

61 市川 音楽・カラオケ 男声合唱練習 市川男声合唱団 男性 毎週 金

62 市川 音楽・カラオケ 混声合唱 合唱団ノア 一般
第１・２・

３・５
土

63 市川 音楽・カラオケ 混声合唱練習 クール・ルシャン 一般 月３回 土

64 市川 音楽・カラオケ 合唱の練習 国府台混声合唱団 一般 第１・３ 日

65 市川 音楽・カラオケ 合唱練習 コールエコー 女声合唱団 女性 毎週 木

66 市川 音楽・カラオケ 音楽の合唱練習 ちいろば合唱団 女性
第１・２・

３
土

67 市川 音楽・カラオケ 合唱練習 コーロ・フリージア 女性 第２・４ 水

68 市川 音楽・カラオケ コーラスの練習 ベラ・ヴィオレッタ 女性 毎週 木

69 市川 音楽・カラオケ 童謡唱歌を歌う いちかわ童謡の会 制限なし 第２・４ 火

70 市川 音楽・カラオケ 童謡唱歌を斉唱、合唱 童謡サークル銀の笛 女性 第１・３ 木

71 市川 音楽・カラオケ
英語のポピュラーソング・
スタンダードナンバーの歌唱 ポピュラーソングの会 一般 第１・３・５ 金

72 市川 音楽・カラオケ
シャンソン・カンツォー
ネを学ぶ

ラヴィアンローズ 一般 第１・３ 金

73 市川 音楽・カラオケ 大正琴 市川さくら会 一般 第１・３ 木

74 市川 音楽・カラオケ 琴の稽古 市琴会 一般 第１・３ 金

75 市川 音楽・カラオケ 琴、三絃の演奏 親子琴 制限なし 第２・４ 土
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76 市川 音楽・カラオケ 楽曲を合同練習 琴光彩会 一般 第１ 水

77 市川 音楽・カラオケ 三味線、鳴り物 多美耶会 制限なし 第１・３ 木

78 市川 音楽・カラオケ ハーモニカ練習 市川ハーモニカ 音楽同好会 制限なし 第２・４ 水

79 市川 音楽・カラオケ リコーダー、他の楽器による合奏
リコーダーアンサンブル
ポコ･ア･ポコ

制限なし 月２回 土

80 市川 音楽・カラオケ バッハカンタータの演奏練習 バッハカンタータ アンサンブル 一般 月２回 日

81 市川 音楽・カラオケ ピアノの練習 ピアノサークル どれみ 一般 第２･４ 金

82 市川 音楽・カラオケ ピアノのレッスン 百音の会 一般 第１・２・４ 金

83 市川 音楽・カラオケ ピアノを通して楽しむ ラルゴピアノサークル 一般 第２・４ 木

84 市川 音楽・カラオケ 合唱練習 女声合唱団愛の風 女性 毎週 水

85 市川 音楽・カラオケ ギター音楽の発展
千葉４大学ＯＧＯＢギ
ター部

一般 不定期
不定
期

86 市川 音楽・カラオケ ア・カペラ合唱
ベーネ・ボーチェ・アン
サンブル

一般 不定期 日

87 市川 音楽・カラオケ オカリナの練習 オカリナ百音 一般 第１・３ 木

88 市川 音楽・カラオケ コーラスの練習 新日本婦人の会市川支部（ｺｽﾓｽ班） 女性 不定期 土

89 市川 音楽・カラオケ お琴の合奏練習 中央琴クラブ 一般 第１・３ 木

90 西部 音楽・カラオケ コーラス
アンサンブル　ジュリア
ン

女性 毎週 木

91 西部 音楽・カラオケ コーラス エプロンコーラス 一般 第1、第3 金

92 駅南 音楽・カラオケ 吹奏楽
市川ウインドオーケスト
ラ

一般 毎週
木or
金

93 駅南 音楽・カラオケ 吹奏楽 市川交響吹奏楽団 一般 毎週 土

94 駅南 音楽・カラオケ
いちかわ市民ミュージカ
ル稽古

いちかわ市民ミュージカ
ル実行委員会

一般 不定期
不定
期

95 駅南 音楽・カラオケ カラオケ 歌謡クラブ　(カラオケ) 一般 不定期 土

96 駅南 音楽・カラオケ ギター・ウクレレ練習
ギター・ウクレレ弾き語
りの会

一般 ２・４ 土

97 駅南 音楽・カラオケ 合唱 コール・ヤングシルバー 一般 不定期 火

98 駅南 音楽・カラオケ 箏 箏グループ｢優」 一般 １・３ 木

99 駅南 音楽・カラオケ ミュージカル練習
特定非営利活動法人　い
ちかわ市民文化ネットワー
ク

一般 不定期
不定
期

100 駅南 音楽・カラオケ フォークソング フォーク「風」 一般 ３ 土
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101 駅南 音楽・カラオケ 吹奏楽
ブラスムジークシュベル
マー

一般 毎週 日

102 駅南 音楽・カラオケ ミュージカル練習
本八幡子どもミュージカ
ル

少年少女 毎週 金

103 駅南 音楽・カラオケ 合唱 国府台女声合唱 女性 不定期 水

104 駅南 音楽・カラオケ 合唱
女声合唱団「はなみず
き」

女性 ２・４ 木

105 駅南 音楽・カラオケ 合唱 抒情歌を楽しむ会 一般 １・３ 金

106 曽谷 音楽・カラオケ 歌の練習と親睦 市川カラオケ好友会 一般 第１・３ 日

107 曽谷 音楽・カラオケ ウクレレと歌の練習 ウクレレ曽谷 一般 毎週 土

108 曽谷 音楽・カラオケ オカリナ オカリーナ道 一般 第２・４ 火

109 曽谷 音楽・カラオケ オカリナ オカリナ・ウィンドブルー 一般 第２・４ 水

110 曽谷 音楽・カラオケ 合唱の練習 コール・フレッシュ 女性 毎週 土

111 曽谷 音楽・カラオケ 斉唄 抒情歌を歌う会 一般 第２・４ 金

112 曽谷 音楽・カラオケ ボイストレーニング 曽谷ボイスの会 一般 第１ 金

113 曽谷 音楽・カラオケ 合唱コーラス ベルフィオーレ 女性 第３・４ 木

114 行徳 音楽・カラオケ フォークギター・ 弾き語り アコギ・ロビン 一般 第２・４ 日

115 行徳 音楽・カラオケ アルゼンチンタンゴを歌う アルゼンチンタンゴを歌う会 一般 第３ 木

116 行徳 音楽・カラオケ 女性コーラス うたごえサークル　Dream 女性 毎週 木

117 行徳 音楽・カラオケ オカリナ ｵｶﾘﾅｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ　ｳﾞｪﾝﾄⅠ　 一般 第１・３ 水

118 行徳 音楽・カラオケ
オカリナ
（視覚障害者と健常者の交流） ｵｶﾘﾅｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ　ｳﾞｪﾝﾄⅡ 一般 第２・４ 水

119 行徳 音楽・カラオケ オカリナ ｵｶﾘﾅｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｶﾌﾟﾘｽ 一般 第１・３ 木

120 行徳 音楽・カラオケ カラオケ、歌唱 歌研ひまわり 一般 毎週 日

121 行徳 音楽・カラオケ コーラス 合唱ｻｰｸﾙｺｽﾓｽ 一般 第２・４ 木

122 行徳 音楽・カラオケ 歌唱 行徳カラオケ愛好会 一般 毎週 土

123 行徳 音楽・カラオケ クラシック中心 行徳混声合唱団 一般 毎週 火

124 行徳 音楽・カラオケ 三味線 / 子ども可 行徳三絃の会 制限なし 第２・４ 土

125 行徳 音楽・カラオケ ゴスペル ゴスペルハーモニー 一般 第１・３ 火

16:30 ～ 21:00

18:00 ～ 20:00

10:00 ～ 12:00

14:30 ～ 16:30

14:00 ～ 16:00

13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 16:00

9:30 ～ 11:30

10:00 ～ 12:00

14:00 ～ 17:00

14:00 ～ 16:00

10:00 ～ 12:00

13:30 ～ 16:30

14:00 ～ 16:00

10:30 ～ 12:30

13:30 ～ 16:00

13:30 ～ 15:30

13:30 ～ 16:30

13:30 ～ 15:30

13:00 ～ 17:00

13:00 ～ 15:00

13:00 ～ 15:00

18:00 ～ 20:00

10:00 ～ 12:00

14:00 ～ 16:00
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126 行徳 音楽・カラオケ 琴と三味線/ 子ども可 ことじの会　　　
女性

少年少女
第１・２・３

水
土

127 行徳 音楽・カラオケ 童謡･唱歌 童謡・唱歌サークル 高齢者 第１・３ 木

128 行徳 音楽・カラオケ 二胡の練習 二胡サークルK 一般 第２・４ 日

129 行徳 音楽・カラオケ ピアノ・歌・合奏
大人のピアノ　スノー
サウンド

一般 第２・４ 木

130 行徳 音楽・カラオケ ウクレレ マウイガール　 女性 第１・２・３ 火

131 行徳 音楽・カラオケ ウクレレ /　子どもとママ ママレレ 女性 第１・３ 火

132 行徳 音楽・カラオケ 民謡（唄・太鼓・三味線） 民謡サークル　きみお 高齢者 第１・３ 火

133 行徳 音楽・カラオケ 合唱練習 やさしい名曲を歌う会（行徳） 一般 第１・３ 金

134 行徳 音楽・カラオケ リコーダー リコーダー　パストラーレ 一般 第２・４ 木

135 本行徳 音楽・カラオケ 合唱 童謡クラブどんぐり 一般 第１・第３ 木

136 本行徳 音楽・カラオケ 三味線の稽古 民謡　あかね会 一般 月２回 土

137 本行徳 音楽・カラオケ カラオケ カラオケあやめ会 一般 第２・第４ 日

138 幸 音楽・カラオケ フォルクローレ練習 ケーナサークル 一般 毎週 日

139 幸 音楽・カラオケ ギター合奏 幸ギターサークル 制限なし 毎週 土

140 幸 音楽・カラオケ 童謡・唱歌合唱 うたごえサークル 一般 第１・３ 月

141 幸 音楽・カラオケ 合唱 女性コーラス「フェリカ」 女性 毎週 火

142 幸 音楽・カラオケ イタリア音楽を歌う
ベルカントでイタリアを
歌おう！

一般 第１・３ 水

143 幸 音楽・カラオケ カラオケのレッスン カラオケほほえみ会 高齢者 毎週
月
土

144 幸 音楽・カラオケ カラオケのレッスン カラオケほほえみ会 高齢者
第１・３
第２・４

木
日

145 南行徳
音楽・カラオ
ケ

ウクレレ
アロハウクレレサーク
ル

制限なし 第2･4 木

146 南行徳
音楽・カラオ
ケ

オカリナ オカリナ　ひまわり 一般 第2･4 金

147 南行徳
音楽・カラオ
ケ

軽音楽バンド 軽音楽同好会 一般 第1・3 月

148 南行徳
音楽・カラオ
ケ

コーラス コーラスマリーズ 制限なし 第2･4 金

149 南行徳
音楽・カラオ
ケ

ハワイアン ハワイアン同好会 一般 不定期

150 南行徳
音楽・カラオ
ケ

ウクレレ
ワイキキウクレレサー
クル

一般 第２･４ 木

13:30 ～ 15:30

9:30 ～ 12:00
13:30 ～ 15:00

14:30～16:00

13:00～15:00

13:30～16:30

10:00 ～ 12:00

13:30 ～ 15:30

10:00 ～ 12:00

10:00 ～ 12:00

15:00 ～ 17:00

10:00 ～ 12:00

10:30 ～ 12:00

14:30 ～ 16:30

09:30～12:00

13:30～16:00

15:00～17:00

16:00～17:30

12:30～17:00

12:30～17:00

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 16:00

14:00～16:00

～

13:00～14:30
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151 菅野
音楽・カラオ
ケ

たのしく皆様との合唱 アンサンブルじゅんさい 女性 第１・３ 土

152 菅野
音楽・カラオ
ケ

合唱の楽しさを多くの
方々に広めること

クール・アンシャンテ 一般 第１・３ 金

153 菅野
音楽・カラオ
ケ

ウクレレを通じ、会員
相互の親睦を図る

菅野ウクレレクラブ 一般  毎週 金

154 菅野
音楽・カラオ
ケ

中高年中心のオカリ
ナサークル

ポコ・ア・ポコ 一般 第１・３ 木

14:00 ～ 16:00

19:00 ～ 21:00

13:30 ～ 15:30

13:30 ～ 15:30
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