
年・月
・週回数等

曜日

1 鬼高 絵画 絵手紙
あじさいの会（絵手
紙）

制限なし ４ 金

2 鬼高 絵画 油絵 油絵オレンジ 一般 １・３ 水

3 鬼高 絵画 水彩画 いち木さん（水彩画） 一般 １・３ 木

4 鬼高 絵画 絵手紙 弥生会（絵手紙） 一般 ２ 水

5 信篤 絵画 絵　　　画 みずいろの会 一般 第２・４　　 土

6 信篤 絵画 絵手紙 絵手紙クラブ 一般 第２　・４ 火

7 東部 絵画 絵手紙 絵手紙サークル 一般 第2 火

8 東部 絵画 風景スケッチ スケッチあじさいの会 一般 第4 月

9 東部 絵画 水彩画 東彩会 一般 毎週 金

10 東部 絵画 油絵 東美会 一般 1・2・3 木

11 柏井 絵画 絵手紙 絵手紙サークル楓会 一般 第１ 木

12 柏井 絵画 水彩画 彩友会 一般 第２・４ 金

13 柏井 絵画 絵手紙 ひまわり会  一般 第１ 木

14 柏井 絵画 透明水彩、スケッチ
ももちゃんの
　　　　お絵描き本舗

制限なし 第２・４ 土

15 大野 絵画 絵画 みんなのアトリエ 少年少女 月３回 日

16 大野 絵画 似顔絵 いちかわ似顔絵クラブ 制限なし 第４週 金

17 若宮 絵画 絵画 若宮絵手紙サークル 一般 第１・３ 火

18 若宮 絵画 絵画 色エンピツ画若宮 一般 第２・４ 水

19 市川 絵画 水彩絵具による植物画 アール・ボタニカ 一般 第３ 木

20 市川 絵画 人体デッサン 市川デッサン会 制限なし 毎週 水

21 市川 絵画 人物デッサン 東葛素描会 一般
第１・２・

３・４
日

22 市川 絵画
油絵・水彩画・デッサン
美術的素養向上の為の研
修と実践

ブラン会 一般 毎週 水

23 市川 絵画 水彩画の勉強 みづゑの会 一般 第２
日
月

24 西部 絵画 油彩、水彩、パステル 絵画　四季 高齢者 毎週 金

25 西部 絵画 水彩画、パステル画 彩美会 一般 第2、第4 土
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13:30　～　16:00

10:00　～　13:00

13:30　～　15:30

13:30　～　16:00

09:00 ～ 12:00

13:30　～　15:30

13:30　～　15:30

12:00　～　16:00

9:00　～　12:00

13:30　～　16:00

10:00　～　12:30

13:30　～　16:30

13:30　～　16:00

10:00　～　12:00

9:30 ～ 12:00

13:30 ～ 16:00

9:30　～　12:00

10:00　～　12:00

13:30 ～ 16:30

17:00 ～ 20:00

13:30 ～ 16:30

13:30 ～ 17:00

10:00 ～ 17:00

13:30～16:30

09:30～12:00
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26 西部 絵画 絵手紙 虹の会 女性 第4 木

27 駅南 絵画 絵手紙 絵手紙　萩の会 一般 ３ 月

28 駅南 絵画 水彩・油彩
グループﾟ四季彩　(水
彩・油彩)

制限なし ２・４ 火

29 駅南 絵画 水彩・油彩
スケッチブックの会　(水
彩・油彩)

一般 １・３ 火

30 駅南 絵画 パステル画 パステルサークル 一般 ３ 土

31 駅南 絵画 絵手紙 絵手紙　さつき会 一般 ３ 月

32 曽谷 絵画 絵手紙
新日本婦人の会市川支
部 （あゆみ班）

高齢者 第３ 土

33 行徳 絵画 絵画、造形 アトリエパレット　　
一般

少年少女 毎週
月
火

34 行徳 絵画 木版画制作 市川木版画クラブ 一般 第１ 土

35 行徳 絵画 絵画 スケッチ研究会（行徳） 一般 第１ 土

36 行徳 絵画 中国水墨画 墨の華 一般 第２ 木

37 行徳 絵画 絵画（水彩、油絵、パステル他） ダックスアトリエ 制限なし 毎週 日

38 行徳 絵画 ﾃﾞｯｻﾝ・,ﾊﾟｽﾃﾙ・水彩・油彩 デッサン若竹　 一般 第２・４ 金

39 行徳 絵画 絵画（油絵、水彩画等） ナチュラル絵画サークル 一般 毎週 土

40 行徳 絵画 絵画レッスン パレットＭ 一般 第２ 土

41 行徳 絵画 水彩色鉛筆等によるイラスト ゆんわりイラストくらぶ 一般 第２ 火

42 本行徳 絵画 ちぎり絵 ちぎり絵　五月会 一般 第４ 木

43 本行徳 絵画 絵手紙 絵手紙サークル花みずき 制限なし 第４ 火

44 本行徳 絵画 油絵 絵画同好会 一般
第１・第２

第３
土

45 本行徳 絵画 生活雑貨に絵を描く トールペイント　アンティ 一般 第３ 火

46 本行徳 絵画 パステル画 パステルクラブ 一般 第１・第３ 木

47 幸 絵画 絵画　造形 アトリエパレット 少年 少女 毎週 金

48 南行徳 絵画 子供絵画 杉の子クラブ 少年少女 不定期 日

49 菅野 絵画
これからは老後を楽しむ
為の絵画作成

水彩画オリーブ
高齢者

第１・３ 木

09:30～12:00

13:00 ～ 16:00

13:30 ～ 16:30

13:30 ～ 16:30

13:00 ～ 16:30

10:0 ～ 12:00

09:30 ～ 12:00

9:30 ～ 12:00

15:30 ～ 17:30
10:30 ～ 12:30

10:00 ～ 12:00

09:30 ～ 12:30

13:30 ～ 16:30

13:30 ～ 16:00

09:00 ～ 12:00

13:30 ～ 15:30

09:30 ～ 12:30

09:00～12:00

13:30 ～ 16:30

13:30 ～ 16:30

13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 17:00

13:30 ～ 15:00

15:30 ～ 18:00

13:00 ～ 15:00

2 ページ


