
年・月
・週回数等

曜日

1 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

2 鬼高 踊り・ダンス 新舞踊 菊清会（新舞踊） 一般 １・３ 木

3 鬼高 踊り・ダンス 踊り 光江流かっぽれ 制限なし 不定期 土

4 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

5 信篤 踊り・ダンス 社交ダンス ダンスサークル雅 一般 毎週 火

6 信篤 踊り・ダンス 児童バレエ
のざわバレエクラシッ
ク

少年・少女 毎週 金

7 信篤 踊り・ダンス 日本舞踊 華実会 制限なし 毎週
火
水

8 信篤 踊り・ダンス 盆踊り
市川の盆踊りを盛り
あげる会(市盛会)

一般 不定期 土or日

9 信篤 踊り・ダンス フラダンス 信篤オハナ 女性 第１・３ 土

10 信篤 踊り・ダンス フォークダンス
信篤フォークダンス
サークル

一般 第１～４週 火

11 信篤 踊り・ダンス 社交ダンス 舞フレンド社交ダンス 一般 毎週 水

12 信篤 踊り・ダンス 日本舞踊 遊雅会 制限なし 不定期 　

13 東部 踊り・ダンス ダンス ＳＳkids  ＤＡＮＣＥ 親子 毎週 土

14 東部 踊り・ダンス ダンス・スポーツ グルーポ・カリーニョ 一般 毎週 金

15 柏井 踊り・ダンス フラダンス クプクプ  少女 毎週 金

16 柏井 踊り・ダンス キッズダンス PURE☆DREAM  少年少女 不定期 不定期

17 大野 踊り・ダンス ばか面おどり
船橋ばか面おどり交流
会

制限なし 第１・３ 土

18 大野 踊り・ダンス フラダンス
ケアリィラニフラ・グルー
プ大野

女性 毎週 月

19 大野 踊り・ダンス 新舞踊 秀麗会新舞踊教室 毎週 水

20 大野 踊り・ダンス 社交ダンス ダンス・舞 一般 月３ 日

21 大野 踊り・ダンス 社交ダンス 社交ダンスＪ・Ｔ 制限なし 毎週 土

22 大野 踊り・ダンス ダンス MaW 女性 毎週 日

23 大野 踊り・ダンス ダンス BLOOM108 少年少女 毎週 金

24 若宮 踊り・ダンス ジャズダンス M’Jダンスクラス 一般 第１～４ 金

25 若宮 踊り・ダンス エクササイズ ハッピーボクシング 一般 毎週 月

16:15　～　20:00
17:15　～　21:00

13:30　～　15:30

13:00　～　17:00

13:30　～　16:30

18:00　～　20:30

15:00　～　21:00
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13:00　～　17:00

13:30　～　16:30

13:30　～　15:00

13:30　～　16:00

10:00　～　12:00

10:00　～　11:00

18:00　～　21:00

18:30　～　20:30

17:00　～　18:00

14:30 ～ 16:30

10:00 ～ 12:00

19:00 ～ 21:00

13:30 ～ 15:30

15:30 ～ 17:30

18:00 ～ 20:00

18:00 ～ 20:00

11:00　～　13:00

9:30　～　11:30
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26 若宮 踊り・ダンス 舞踊 寿恵園会 女性 第１・２・４ 金

27 若宮 踊り・ダンス ジャズダンス（子ども） Ｄrops Ｄance Ｂox 少年少女 第１～４ 水

28 若宮 踊り・ダンス フラダンス アロハマウロア 女性 第１～４ 土

29 若宮 踊り・ダンス ヒップホップ（子ども）
若宮キッズダンス
（Ｓtar kid's）

少年少女 毎週 木

30 市川 踊り・ダンス 心身の向上 社交ダンスパイン 一般 毎週 土

31 市川 踊り・ダンス 社交ダンスレッスン(中級） ダンスサークルカトレア 一般 毎週 金

32 市川 踊り・ダンス 社交ダンス、ベーシックな反復練習  ダンススペースS・A・T・T 制限なし 毎週 木

33 市川 踊り・ダンス スコットランド民族舞踏
市川スコティッシュ
カントリーダンスクラ
ブ

一般 第１・３ 木

34 市川 踊り・ダンス
ジャズダンスの練習
日頃の体力増進

 サタディフィバージャギー 女性 第２・４ 土

35 市川 踊り・ダンス
ジャギーダンス・ストレッ
チ・ヒップホップ等

 玲ジャギーダンスグループ 女性 毎週 土

36 市川 踊り・ダンス
手話を学びながら歌
と手話ダンス

 手話で歌とダンスどりーむ 女性 第２・４ 土

37 市川 踊り・ダンス ストレッチ、モダンバレエ Ｔモダンバレエ 女性 第１・３ 月

38 市川 踊り・ダンス 創作ダンス おやぢduソレイユ 男性 毎週 土

39 市川 踊り・ダンス
ダンスによる身体表
現

ＭａＤａ 一般 不定期 土

40 西部 踊り・ダンス フラダンス KWUM HULA Luana 女性 第2、第4 火

41 西部 踊り・ダンス ジャズダンス ジャズダンス土曜クラブ 一般 毎週 土

42 西部 踊り・ダンス ズンバ ZUMBA　chouchou 一般
毎週
隔週

水
日

43 西部 踊り・ダンス フラダンス プアレフア 一般 第1～3 火

44 曽谷 踊り・ダンス フラダンス ガーデニア レイズ 一般 第２・４ 水

45 曽谷 踊り・ダンス フラダンス ケアリイラニフラ 一般 毎週 木

46 曽谷 踊り・ダンス フラレッスン プア・ティアレ 親子 第１・２・３ 土

47 曽谷 踊り・ダンス キッズダンス スクランブル  少年少女 第１・２・３ 月

48 曽谷 踊り・ダンス フォークダンス
曽谷冨貴島フォークダン
ス同好会

女性 毎週 火

49 曽谷 踊り・ダンス ダンス
タヒチアンダンスサーク
ル

女性 毎週 水

10:00　～　12:00

16:00　～　19:00

14:00 ～ 16:00

9:30　～   12:00

18:00　～　21:00

13:30 ～ 16:30

18:00 ～ 20:00

13:00 ～ 16:00

　9:00 ～ 10:30

10:30 ～ 12:00

13:00 ～ 15:00

10:00 ～ 12:00

18:00 ～ 20:00

14:00 ～ 16:00

19:00～20:30

10:00～12:00

10:00～12:00
10:00～11:30

13:00～16:00

13:00 ～ 16:00

18:00 ～ 20:00

13:30 ～ 16:00

15:30 ～ 17:00

9:30 ～ 12:00

17:00 ～ 19:00
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50 曽谷 踊り・ダンス 日本舞踊 富微恵会 一般 毎週 水

51 曽谷 踊り・ダンス ベリーダンス ベリーシスターズ 一般 毎週 火

52 曽谷 踊り・ダンス ベリーダンス ベリーグッド 制限なし
第２
第４

月
水

53 曽谷 踊り・ダンス 踊り 美寿々会 一般 月３回 水

54 曽谷 踊り・ダンス
ヒップポップダンス・
チアダンス

ＭＩＹＡＢＩダンス・
チアジャズサークル

 少年少女 毎週 火

55 曽谷 踊り・ダンス フラメンコ
ラ・フエンテ(フラメンコ同
好会)

女性 毎週 金

56 行徳 踊り・ダンス ヒップホップ amour 少年少女 毎週 木

57 行徳 踊り・ダンス フラダンス Hula o Kinoole 女性 毎週 水

58 行徳 踊り・ダンス ダンス・ストレッチ Ｋ＆Ｋ元気塾　 女性 毎週 水

59 行徳 踊り・ダンス ヒップホップダンス他 ＭＩＹＡＢＩダンスサークル
少年少女

一般
毎週

木
土

60 行徳 踊り・ダンス フラダンス PINEKI 女性 第１・３ 木

61 行徳 踊り・ダンス チアダンス SHINING SHIPS 親子 毎週 月

62 行徳 踊り・ダンス アルゼンチンタンゴ踊りと演奏 アルゼンチンタンゴを踊る千葉 一般 毎週 日

63 行徳 踊り・ダンス フォークダンス 行徳フォークダンスクラブ 一般 第１，２，３ 土

64 行徳 踊り・ダンス クラシックバレエ /　子ども可　 クラシックバレエ「ラ・フルール」 制限なし 毎週 土

65 行徳 踊り・ダンス 社交ダンス サークルトム 一般 毎週 金

66 行徳 踊り・ダンス クラッシックバレエ シューン 一般 毎週 水

67 行徳 踊り・ダンス 社交ダンス 新生くろまつダンスサークル 制限なし 毎週 土

68 行徳 踊り・ダンス 社交ダンス ダンスサークル・サンリバー 一般 第１・２・３ 木

69 行徳 踊り・ダンス 社交ダンス 東西ダンス同好会 一般 毎週 土

70 行徳 踊り・ダンス ダンスサークル ドリームママズ 女性 毎週 月火

71 行徳 踊り・ダンス 日本舞踊 日舞翠紅会 一般 毎週 木

72 行徳 踊り・ダンス フラダンス プメハナレイブフラ 女性 第１・２・３ 火

73 行徳 踊り・ダンス フラダンス フラ・ヘブン 一般 第１・２・３ 火

74 行徳 踊り・ダンス 社交ダンス プロムナード　　　 一般 毎週 金

10:00 ～ 13:00

16:00～/17:00～
18:00～/19:00～

 9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 15:30

9:00 ～ 11:00

17:00 ～ 20:00

10:00 ～ 12:00

10:00 ～ 12:00

15:30 ～ 17:30
15:30 ～ 18:00

不定期

17:00 ～ 19:00

14:30 ～ 16:30

13:30 ～ 15:30

13:30 ～ 16:30

17:00 ～ 20:00

14:00 ～ 15:30

19:00 ～ 21:00

18:00 ～ 20:00

19:00 ～ 20:30

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

09:00 ～ 12:00

09:00 ～ 12:00

18:00 ～ 20:00

19:00 ～ 20:00
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75 行徳 踊り・ダンス 盆踊りの練習 盆踊りの会 一般 第２・４ 金

76 行徳 踊り・ダンス 社交ダンス
舞夢しおさい
社交ダンスサークル

制限なし 毎週 土

77 行徳 踊り・ダンス 舞踊・盆踊り 三ツ和会 制限なし 第２・４ 金

78 行徳 踊り・ダンス フォークダンス
やよいフォークダンス
サークル

女性 毎週 火

79 行徳 踊り・ダンス フォークダンス レモンフォークダンスクラブ 女性 月３回 月

80 行徳 踊り・ダンス 舞踊・盆踊り 輪おどりの会 制限なし 第２・３・４ 火

81 本行徳 踊り・ダンス 日本舞踊 みづき会 一般 第２・第４
火
土

82 幸 踊り・ダンス フォークダンス
幸フォークダンスサーク
ル

制限なし 毎週 木

83 幸 踊り・ダンス 社交ダンス ダンスサークル蘭 制限なし 月3回 土

84 幸 踊り・ダンス 社交ダンス ふじダンスサークル 一般 毎週 水

85 幸 踊り・ダンス フラダンス フラサークルラウアエ 一般 第１、３ 月

86
南行
徳

踊り・ダンス ジャズダンス Ｎ．saint  DANCE 一般 不定期

87
南行
徳

踊り・ダンス 社交ダンス 社交ダンスひまわり 一般 毎 木

88
南行
徳

踊り・ダンス
ﾓﾀﾞﾝﾊﾞﾚｴ
ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ

チャイルド＆ジョイフ
ル

少年少
女

不定期 火

89
南行
徳

踊り・ダンス モダンダンス
Ｔ．モダンダンスグ
ループ

一般 不定期 火

90
南行
徳

踊り・ダンス ジャズダンス 8ppy・さくら 一般 不定期

91
南行
徳

踊り・ダンス 多種類ダンス 8ppy・つぼみ 一般 不定期

92
南行
徳

踊り・ダンス ベリーダンス ファンベール 女性 第1･3 日

93
南行
徳

踊り・ダンス フラメンコ フラメンコクラス 一般 毎
火
土

94
南行
徳

踊り・ダンス 社交ダンス フレンドリー 一般 毎 水

95
南行
徳

踊り・ダンス よさこい 南行徳花組 女性 毎 日

96
南行
徳

踊り・ダンス フラダンス mili mili hoa 女性
第１・２・

４
木

97 菅野 踊り・ダンス フラダンス KWUM HULA　Jr. 親子 第２・４ 土

98 菅野 踊り・ダンス
日本舞踊のお稽古を
通して楽しく仲間づく
り

千草会 制限なし 毎週
火
土

14:30 ～ 16:00

13:30 ～ 16:00

10:00 ～ 12:00

10:00 ～ 12:00

19:00 ～ 21:00

18:30 ～ 20:30

13:00　～　16:00
10:00　～　13:00

13:00 ～ 16:30

13:30～15:30

15:30～17:30

12:30～16:30

9:30～11:30

14:00～16:00

10:30 ～ 12:00

10:00～12:00

13:30～16:30

09:00～12:00

14:00～16:00

10:00～11:30

10:00～12:00

13:30 ～ 15:00
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99 菅野 踊り・ダンス
ダンスを通して生きがい
づくり、体づくり、健康づ
くり

Ｎｏ　Ｄａｎｃｅ　Ｎｏ　Ｌｉｆ
ｅ

一般 不定期 不定期

100 菅野 踊り・ダンス フラダンスの練習 フラ・ レア レア 女性 第１・３ 月

不定期

15:30 ～ 17:30
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