
年・月
・週回数等

曜日

1 鬼高 書道 書道 子ども書道 制限なし
２・４
毎週

火
金

2 鬼高 書道 書道 墨彩会(書道） 一般 １・２・３ 金

3 信篤 書道 書道 書道　明風会 一般 第２・４ 金

4 信篤 書道 ペン習字 信篤ペン習字同好会 一般 第２・４ 水

5 信篤 書道 書道 翠硯会 制限なし 月３回　 土

6 信篤 書道 書道 墨碩会信篤 一般 第２～４ 木

7 東部 書道 書道、ペン字 漢字かな書道 一般 不定期 金

8 東部 書道 書道 漢字かな書道･土曜会 制限なし 不定期 土

9 東部 書道 書道 楽しい書の会 一般 1・3 水

10 大野 書道 書道 市川伝統文化書道会 少年 少女 第１・２・３ 木

11 大野 書道 書道 墨碩会大野教室 一般 第１・２・３ 金

12 若宮 書道 書道（子ども） かきかた書道教室 少年少女 第１・２・３ 木

13 若宮 書道 書道 実用書道クラブ 一般 第２・４ 木

14 市川 書道 書道一般を学ぶ 花陽会 一般 第１・２・４ 木

15 市川 書道 漢字、かな書道の学習 書道サークル もみじの会 一般 不定期 不定期

16 市川 書道
書道を通しての親睦
楷書・行書・草書等

青雅会 制限なし 第１・３ 火

17 市川 書道
書道を通しての生涯学習
初心者から師範コースまで 青松会 一般 第１・３ 日

18 市川 書道
すぐに役立つ暮らしの書道
（筆ペン、毛筆、硬筆） 手児奈会 一般 第２・４ 水

19 市川 書道 書道（かな、毛筆、硬筆）の稽古 のぞみ会 制限なし 第２･４ 日

20 市川 書道 書道の習得 翠会 一般 第１・２・３ 水

21 市川 書道 行書・漢字・かな等 柳書会 制限なし 第１ 水

22 西部 書道 書道の修学 西部書の会 一般 第1、第3 金

23 駅南 書道 書道 実用書道クラブ
一般

少年少女
１・２・３ 金

24 曽谷 書道 書道 書遊の会 制限なし 第２・４ 金

25 曽谷 書道 書道 翠香会 一般 第１・２・３ 火
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時間

13:30　～　15:00
18:00　～　19:30

10:00　～　12:00

13:30　～　15:30

10:00　～　12:00

16:00　～　19:00

09:30　～　11:30

13:30　～　16:00

9:30　～　11:30

9:30　～　12:00

16:30 ～ 19:00

10:00 ～ 12:00

16:00　～　18:30

10:00　～　12:00

13:30 ～ 17:00

不定期

18:00 ～ 20:00

15:00 ～ 17:00

13:00 ～ 15:00

09:30 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

10:00 ～ 12:00

16:30～18:30

10:00 ～ 15:30
12:00 ～ 18:30

16:30 ～ 18:30

13:00 ～ 16:00
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26 曽谷 書道 書道 墨流会 制限なし
不定期
月２回

金

27 行徳 書道 書道 花蓮会　行徳 一般 第２・４ 水

28 行徳 書道 書道 行徳書道かよう会 一般 第２・３ 木

29 行徳 書道 書道 玄書会 一般 毎週 土

30 行徳 書道 書道／子ども可（幼稚園児相談） 書道　玲友会 制限なし 毎週
木
土

31 行徳 書道 書道 木曜書道会 一般 第２・４ 木

32 本行徳 書道 書道 墨の会 一般 第２・第４ 水

33 幸 書道 書道 幸彩会 一般 第１、３ 月

34 菅野 書道
進み状況に合わせた
個別指導

菅野書道会 一般 第１・３ 木

19:00 ～ 21:00

10:00 ～ 12:00

10:00 ～ 12:00

14:30 ～ 16:30

10:00 ～ 12:00
9:00 ～ 12:00

09:00 ～ 12:00

9:30 ～ 1130

9:30 ～ 12:00

13:30 ～ 15:30
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