
年・月
・週回数等

曜日

1 信篤 手工芸 裁縫
ソーイングスタジオサーク
ル 一般 不定期 日

2 信篤 手工芸 和服リメーク かすみ草 一般 第１・３週 木

3 東部 手工芸 ステンドグラス風アートグラスアート東 一般 第2 土

4 東部 手工芸 シャドウボックス シャドウボックス 一般 第1 月

5 東部 手工芸 篆刻 篆刻クラブ 一般 1・2・4 水

6 柏井 手工芸 着物リメイク おとめ会 女性 第２・４ 木

7 柏井 手工芸 七宝焼 七宝焼クラブ 一般 第２・４ 水

8 若宮 手工芸 紅型染 美ら海会 一般
第１
第４

月
木

9 若宮 手工芸 ビーズ作品 若宮キラキラビーズ 女性 第３ 金

10 若宮 手工芸 刺繍 若宮ハーダンガークラブ 一般 第１・３ 金

11 市川 手工芸 布の花作り アートフラワー虹 女性 第４ 金

12 市川 手工芸 陶芸作品製作 陶の会 一般 第２・４ 木

13 市川 手工芸

デンマーク刺繍、クロスス
テッチ、
ハーダンガーワーク等、刺
繍全般

スカルスの会 女性 第２・４ 金

14 西部 手工芸 陶芸 陶萌会 一般 毎週 木

15 西部 手工芸 陶芸 陶遊会 一般 毎週 木

16 西部 手工芸 トールペイント
トールペイント
「すみれ会」

女性 第1、第3 水

17 西部 手工芸
革の特性を生かした作
品制作

レザークラフト 一般 第1、第3 火

18 駅南 手工芸 ちぎり絵 ちぎり絵サークル 一般 １・３ 金

19 駅南 手工芸 陶芸 陶芸の会K.K.A 制限なし １・３ 月

20 駅南 手工芸 陶芸 駅南陶芸クラブ 一般 ２・４ 木

21 駅南 手工芸 陶芸 市川陶芸朋友会 制限なし １・３ 月

22 駅南 手工芸 和裁 繭の会 制限なし １・２・３ 水

23 曽谷 手工芸 手芸・工芸・調理 ecoサークル 女性 第2 水
13:00
～

16:00

24 曽谷 手工芸 粘土フラワー クレイアート 一般 第１・３ 水

25 曽谷 手工芸 陶芸 曽谷陶芸クラブ 一般 第１・３ 火
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26 曽谷 手工芸 木版画作成 木版画同好会 一般 不定期 日
9:00
～

12:00

27 曽谷 手工芸 レザークラフト レザークラフト・ソヤ 一般 第１・３ 木

28 行徳 手工芸 アートステンシルと手描染め アートステンシル・手描染サークル一般 不定期 日

29 行徳 手工芸 トールペイント アメリカン・トールペイント 一般
第２・４
第３

木
土

30 行徳 手工芸 押し花で小物等の製作 押し花サークル 女性 第３ 火

31 行徳 手工芸 手作り品・作品収益を寄付 おてだまクラブ 一般 毎週 水

32 行徳 手工芸 パッチワーク かざぐるま　　　 一般 第２・４ 金

33 行徳 手工芸 洋裁 カトレア洋裁クラブ 女性 第２・４ 火

34 行徳 手工芸 切り絵作成、展示発表 切り絵の会　フレンドリー 一般 第４ 日

35 行徳 手工芸 パッチワーク キルトa 一般 第１・２ 金

36 行徳 手工芸 革作品作り グループ 革           女性 第１・３ 火

37 行徳 手工芸 ｼｬﾄﾞｰﾎﾞｯｸｽ製作
シャドーボックスを楽
しむ会

一般 第１ 木

38 行徳 手工芸 洋裁
ソーイングサークル
　ピンクッション 一般 第２・４ 火

39 行徳 手工芸 陶芸 陶芸グループ行徳 一般 毎週 金

40 行徳 手工芸 トールペイント トールペイント 女性 第２・４ 火

41 行徳 手工芸 粘土による作品作り 粘土同好会 一般 不定期
第3木
第4火

42 行徳 手工芸 ノルウェー刺繍 ハーダンガー刺繍クラブ 一般 第１・３ 金

43 行徳 手工芸 鎌倉彫りの学習 木彩会 一般 第２ 火

44 行徳 手工芸 和裁と和装文化 木曜和裁の会 女性 第１・３ 木

45 幸 手工芸 ステンシル アートステンシル 制限なし 第１、３ 木

46 幸 手工芸 切り絵 遊友切り絵同好会 一般     第４ 木

47 幸 手工芸 籐工芸 幸籐花会 一般 第１、２ 月

48 南行徳 手工芸 押し花 香りフラワーサークル 一般 第2 土

49 南行徳 手工芸 陶芸 陶芸倶楽部　「萩」 制限なし 第2･4 土

50 南行徳 手工芸 和裁 らくらく和裁 制限なし 第1・3 火
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51 南行徳 手工芸 小物づくり リ・ソーイング 一般 第2 木

52 南行徳 手工芸 アクセサリー作り ロザフィサークル 一般 第2 月
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