
内容 団体名 場所 日時
会費

費用
対象 問合せ先 ＰＲ

日本舞踊 りんどう教室 桑津会館
第１・２・３木曜日

14:00～16:00

入会金なし
月 5,000円

年会費 3,000円
（別途場所代）

どなたでも ★

日本舞踊 関西アクティング協会 田辺中央会館
第1・2・3金曜日
14:00～17:00

3回 9,000円 どなたでも ★

新舞踊 双葉会
南部文化コミュニ

ティセンター
育和社会福祉会館

（南部）月3回木曜日
  13:00～17:00

（育和）月3回水曜日
  18:30～21:00

月 5,000円 どなたでも
双葉　貴美歌

090-9705-6604

民踊 重美会 田辺中央会館
毎週金曜日（月4回）

10:00～12:00
月 2,000円 どなたでも ★

社交ダンス ふれあい社交ダンスクラブ 東田辺会館
第1・3・4土曜日
10:00～12:00

入会金なし
会費2ヶ月 3,000円

＋会場費
どなたでも

東田辺会館
06-6608-7621

社交ダンス 水田ダンス教室 東田辺会館
毎週火曜日

第2・4水曜日・日曜日
9:00～12:00

入会金なし
30分 1,500円

どなたでも
（初心者～
中級者）

東田辺会館
06-6608-7621

個人レッスンがメインです
が、ペアレッスン・グループ
レッスンなど何名様でも30分
1,500円です。
（例：2名なら1名750円）

社交ダンス ロマンダンス 駒川文化センター
毎週水曜日

13:00～16:00
1回 500円 どなたでも ★

社交ダンス スマイル・ダンス 駒川文化センター
毎週火曜日

13:30～15:00

1回/月 2,000円
2回/月 3,000円
3回/月 4,500円
4回/月 6,000円

どなたでも
（初心者～
中級者）

奥宮 康平
090-2389-6866

okumiyakouhei
@yahoo.co.jp

和気あいあいとした
楽しいレッスンです

フラダンス スタジオ・ナニ・アロハ 東住吉会館

第2・4水曜日
13:30～15:00
第2・4土曜日

14:00～15:30

入会金なし
3ヶ月 9,000円
（別途教材費）

女性 ★

フラダンス Hula Studio Malulani
東住吉会館

駒川スタジオ
月３回

入会金不要
月4,000～7,000

円
／３回

４歳からどな
たでも

男性クラスも
有り

★

★…東住吉区役所区民企画課 54番窓口
TEL 06（4399）9922（生涯学習担当）

に連絡（団体の問合せ先をお伝えします）
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内容 団体名 場所 日時
会費

費用
対象 問合せ先 ＰＲ

フラダンス フラサークル　ロケラニ 公園南会館
第2・4火曜日

13:00～15:00
入会金不要

会費 月500円
60歳以上の

女性
直接活動場所へ

お越しください。

クラシックバレエ ソレイユ　バレエ
南部文化コミュニ

ティセンター
木曜日19:00～20:30
金曜日13:30～21:00

入会金 5,000円
月4回 6,000円

月8回 10,000円
大人チケット5回
6,000円＋消費税

3歳以上から
大人まで

代表　道券　あゆみ
090-5464-2625

soreyukesoleil.b7@doco
mo.ne.jp

soleil7ballet@gmail.com

ボディバランスクラス（バレ
エ的健康体操）もあります。
木曜日15:30～（50分間）
1回 600円
50代～80代女性対象

ダンス
（幼児・キッズ・主婦

クラス）
MDT 鷹合西会館

毎週木曜日
14:00～（主婦クラス）

15:30～（キッズクラス※）
※幼児15:30～、

キッズ16:00～17:00

入会金なし
月4回 2,000円

（親子・兄弟で入ると
2人で3,000円）

3歳以上 ★
幼稚園・小学校終わりに
来た生徒からレッスンを
始めていきます。

HipHopダンス ダンスサークル 東住吉会館

毎週火曜日　17:30～20:40
リトルクラス 17:30～18:20
キッズクラス 18:30～19:30
大人クラス 19:40～20:40

入会金・年会費
無料

月 3,000円

3才から初めれ
るダンスサー

クル
★

直接活動場所にお越しいただ
いても大丈夫です。※キッズ
クラス7月～11月まで発表会
の練習のため体験クローズ☆
12月より強化クラス(経験者
対象)スタート

ピップホップダンス KIDS DANCE 長居ユースホステル
毎週金曜日
17:00～
18:00～

月4,000円 小学生

長居ユースホステル
06-6699-5631
hagui@osaka-

yha.or.jp

まずは音楽に合わせてリ
ズムをとる練習から！
未経験でも安心して基礎
からしっかり学べます。

社交ダンス 社交ダンス中島教室 駒川文化センター
木曜日13:30～16:00
第1・3・5：パーティ

第2.・4：レッスン

入会金なし
パーティ　500円
グループレッスン

2回2,000円

どなたでも
（初心者～） ★ 個人レッスンもいたします。

ジャズダンス
TOMOMI ISHIZAKI

JAZZ DANCE
駒川文化センター

　第1日曜日
15:30～17:30

 第2・3・4・5日曜日
14:00～16:00

入会金:10,000円
月謝

(一般)8,000円
(学生) 5,000円

チケット
(一般)2,500円
(学生) 1,500円

どなたでも
石崎　共美

090-9271-8356

女性は勿論、学生、男性
大歓迎です。体を動かすの
が好き、ダイエットしたい
方、是非スタジオに！

バトントワーリング チエバトンスクール 東住吉会館
第2・4金曜日

14:00～15:30
入会金なし

1回 1,500円
大人

森下　智江
090-9272-6168

chiebaton1999@gm
ail.com

こちらは大人のクラスで
す。50代60代も大歓迎！
お子様のクラスについては
お問合せください。

ストリートダンス
鷹合ストリートダンスス

クール
長居ユースホステル

鷹合農業会館
毎週

月・火・水・金・土曜日
１回 1,000円
（チケット制）

年少さん～ ★

ダンスを通じて東住吉区
を一緒にもりあげていき
ましょう！たくさんの仲
間とおまちしています。
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