
地域 各教室 曜日 時間 内容 レッスン場所 問合せ

コープ黒川店 名古屋市北区駒止町2-18 篠田奈緒美

2階ホール 📞052-991-3561 📱09092265053

名古屋市中村区名駅1-2-4 名鉄バスターミナルビル10F  

http://maimode.sakura.ne.jp/wordpress/

名古屋市西区鳥見町1-24 安田登代子

📞052-532-5918 📱09073115030

金曜日

＊第2.第4

火曜日 佐伯出美　 

＊第2.第4 📱09047934001 

名古屋市中区栄4丁目16−36　久屋中日ビル8階

📞 052-263-7111

＊第1.第3 http://www.chunichi-culture.com/ http://countrydancedemi.web.fc2.com

 名古屋市北区安井2丁目4-23  酒井理恵

📞052-916-5322 📱09042540313

木曜日 名古屋市北区楠味鋺三丁目612 

＊第1.第3 📞052-901-3301

カラオケ舘　 名古屋市緑区篭山3-103

名古屋鳴海店 📞052-879-2120

洋服のハットリ 名古屋瑞穂区滝子通り

1階ホール 📞052-881-5289

初めての 金曜日

カントリーラインダンス ＊第2.第4 コープあいち 名古屋市天白区植田南2-502 

カントリーラインダンス 天白事業センター 📞052-806-3125

天白

📞052-581-1366

愛知県

名古屋市

nao-nao.701-703@minos.ocn.ne.jp

f29-18@docomo.ne.jp

demi@country-dance.name 

waraku-rie-dance@softbank.ne.jp 

楠地区会館

落合真由美

📱09041494767

楠カントリーラインダンス 10:00〜11:30 初級

金曜日

木曜日

月曜日

名古屋市緑区

14:00〜15:30

13:00〜14:30

15:30〜17:00木曜日

15:30〜17:00

13:30〜15:00 初級

初級

初級

初級

初級

カントリーダンス城北

カントリーセブン

カントリーラインダンス滝子

楽しいカントリーラインダンス

10:00〜11:30
木曜日

＊第2.第4

初級・中級 Elcoco

熱田の森

文化センター

栄中日文化センター

城北コミュニティーセンター

初級

初級

カントリー&ラインダンス

カントリー&ラインダンス 19:00〜20:30

19:00〜21:00

火曜日

毎日文化センター

庄内コミュニティーセンター

初級

水曜日Dream On ドリームオン 

カントリーラインダンス初級 15:00〜16:30

9:45〜11:45

初級・中級

初級

初級・中級

Piece Of Cake 黒川 月曜日

Piece Of Cake 毎日文化 火曜日 11:50〜13:20

10:00〜12:00

 愛知県名古屋市中区錦３丁目15-10 タワービル6階

https://goo.gl/maps/pzxdrCPTh8bGtiJD7

住所等

名古屋市熱田区 名鉄パレ6F

名古屋市緑区
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地域 各教室 曜日 時間 内容 レッスン場所 問合せ

愛知県  9:30〜10:30 初級 日進市 落合真由美

日進市 10:30〜13:00 初級 生涯学習センター 📱09041494767

水曜日 新栄学習等

＊第1.第2.第3 併用施設 酒井理恵

不定 豊山町総合福祉 📱09042540313

＊月5回のみ センターひまわり waraku-rie-dance@softbank.ne.jp 

火曜日 小林ちど理

＊第2.第4 ヨシヅヤ清洲店　別館1F 📱09038377598

fix.studio@i.softbank.jp

岩倉市 風の詩 金曜日 10:00〜11:30 初級.中級 生涯学習センター

木曜日 酒井理恵

＊月3回 📱09042540313

金曜日 小牧市久保一色田県東団地内 waraku-rie-dance@softbank.ne.jp 

＊第1.第2.第3 📞0568-77-8367

土曜日

＊第1.第2.第4

水曜日

＊第2 鷹取知世

📱09041138838

水曜日

＊第1.第3.第4

バーネット

カントリーダンス

ピーチドリーム

オーシャンウェーブ

オーシャンウェーブ2

カントリーダンス

なんじゃもんじゃ
木曜日

カントリーラインダンス日進　 日曜日

With-C  (ウィズシー)

クレコ

CAB DANCE

(ストレッチ&ラインダンス)

グレープバイン

10:00〜12:00

19:00〜21:00

坂下区公会堂

田県久保山会館

初級.中級.上級

中級.上級

初級.中級

初級.中級

15:00〜16:00

13:30〜15:30

清洲カルチャーセンター初級13:30〜15:00

 📞052-409-9311

ギャラリー宙初級

初級.中級9:30〜11:30

9:00〜10:30

18:30〜20:30 中級.上級

中級.上級

18:30〜20:30

住所等

日進市浅田町西前田8-7

愛知県西春日井郡豊山町

〒452-0941 愛知県清須市西市場5-5-3

名鉄岩倉駅前　バロー2F

春日井市　坂下 国道19号線坂下5  交差点すぐ

小牧市篠岡2丁目23

春日井市鳥居松町4丁目

東部市民センター

豊山町

清洲市

春日井市

小牧市

春日井市
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地域 各教室 曜日 時間 内容 レッスン場所 問合せ

金曜日 入門.初級 柳津

＊第2.第4 60歳以上 高齢福祉センター 篠田奈緒美

金曜日 市橋 岐阜県岐阜市市橋6-13-25 📱09092265053

岐阜県 ＊第2.第4 コミュニティセンター 📞058-275-3412 nao-nao.701-703@minos.ocn.ne.jp

岐阜市 月曜日 第1.合同 岐阜県多治見市陶元町135-3

＊第1.第3.第4 第3.初級 📞0572-25-3622

第4.中級 http://c-5.ne.jp/‾yousei/ 小笠原マーサ

木曜日 19:00〜21:00 中級.上級 岐阜県多治見市弁天町4-2 📞0572-23-4698

＊第1.第2.第3 📞0572-23-4969 marth@kzc.biglobe.ne.jp

火曜日

＊第1.第2.第3 📞0574-64-0051

火曜日 19:30〜20:30 初級

三重県 20:30〜22:00 中級.上級 小林ちど理

四日市市 水曜日 14:00〜15:00 初級 📱09038377598

18:30〜20:15 中級.上級 fix.studio@i.softbank.jp

木曜日 14:00〜16:00 初級.中級

Toes Online 天王寺

(トーズオンライン) スポーツセンター他

大阪府 Red Hot 土曜日 東成

大阪市 (レッドホット) ＊月2回 スポーツセンター他

はじめよう！ 木曜日 川本稔子

カントリーダンス ＊第2.第4 toesonline@i.softbank.jp

兵庫県 カントリーダンスを 金曜日 朝日カルチャーセンター 兵庫県川西市栄町25-1 アステ川西3F

川西市 はじめよう！ ＊月2回 川西教室 📞072-755-2381

京都府 土曜日 NHKカルチャー

京都市 ＊月2回 京都教室

近鉄文化サロン

初級

初級

10:00〜12:00

13:00〜14:30

火曜日 18:00〜20:45 初級.中級.上級

カントリーラインダンス

15:00〜16:30

14:30〜16:00

初級

初級

Monday Babbas

(マンデーババーズ)

マーサのカントリー

ラインダンス教室

マーサのカントリー

ラインダンス教室

スタジオFIX5
スタジオFIX5

ラインダンスクラス

13:30〜15:30

虎渓山

森の家

桜ヶ丘公民館初級.中級19:00〜20:30

カントリーラインダンス

住所等

10:00〜11:15

カントリーラインダンス 13:30〜15:30 初級

大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40  and4階

京都市下京区四条通柳馬場西入ル立売中之町99四条SETビル3F

養成公民館

岐阜県岐阜市柳津町丸野1-34

岐阜県可児市皐ヶ丘6-1-1

四日市市諏訪栄町5-3 みつ屋ビル2F.3F

大阪市天王寺区真田山町5番109号

http://sports-map.jp/25574

大阪府大阪市東成区東中本2丁目11-30

可児市
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