
あいホール男女共同参画等推進団体のご紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（情報掲載許可をいただいた団体のみ掲載しています。令和3年2月1日現在)

ジャンル 団体名 内容 活動日 会員数 会費 担当者 問合せ先 団体　HP 会員募集

ダンス･
舞踊

FDみつき フォークダンス 毎週月・木曜日 随時

ダンス･
舞踊

どよう会 社交ダンス
毎週月曜日・午後

月4回
約76 6,000円/年 鶴谷洋一 053-474-3424 男性のみ

ダンス･
舞踊

ハンド・イン・ハンド キッズダンス 毎週土曜日午前 10 4,000円/月 竹田由紀子
090-3159-1655
yuyuyu.2517.takeda@icloud.com

随時

ダンス･
舞踊

ﾀﾞﾙｸﾛｰｽﾞﾘﾄﾐｯｸ浜松研究
会

リトミック指導研究 不定期　日曜日 18 hamamatsu.kennkyukai@gmail.com
https://ikiruchikara.co.jp/free/kenkyuk
ai

随時

ダンス･
舞踊

ZUMBAサークルさぷらい
ず

ZUMBA 毎週木曜日　夜間 30
初回無料2回目
以降400円/回

岡本哲哉
090-1417ｰ9986
surprise.zumba@gmail.com

https://hamamatureggaetonclub.hamaz
o.tv/

随時

ダンス･
舞踊

STUDIO INFINITY キッズダンス 毎週金曜日午後 50 3,500円/月 鈴木　歩
090-7434-8732
studio.infinity.ayumi@gmail.com

http://www.facebook.com/jazzdance.in
finity

要問合せ

ダンス･
舞踊

サークルあいダンシング 社交ダンス 毎週火曜日 月4回 10
3,000円/月
800円/回

鈴木時雄 053-436-1924 随時

ダンス･
舞踊

星舟流詩舞星舟会 詩舞 月曜（月３回）午後 見城星梅月 090-7040-1579 http://www.seisyu.com 随時

ダンス･
舞踊

Iソシアルダンス 社交ダンス 水曜日　午後 10 3,000円/月 山本 053-439-7841 随時

ダンス･
舞踊

D&MグループZ 社交ダンス 毎週木曜日　夜間 12 12,000円/年 成瀬好宏
053-473-5710
p5ggzjw8@na.commufa.jp

随時

ダンス･
舞踊

浜松スクエアダンス愛好
会

スクエアダンスの
踊りこみ（練習）

毎週土曜日　夜間 86 13,000円/年 鈴木眞
053‐421‐4704
mako23-23@ck.tnc.ne.jp

https://hamamatsusquaredanceclub.jim
dofree.com/

随時

ダンス･
舞踊

ピカケ フラダンス 第１第3金曜昼間 13 2,000/月 髙野智子 090-9942-0816  随時

音楽
ハニーウェスト・ジャズ

オーケストラ
楽器演奏 毎週月曜日夜間 20 1,000円/月 松井千秋 090-9229-4948 随時

音楽 Felice 女声合唱 第1第3月曜日午前 14 2,000円/月 玉川清子 090-5009-2124 随時

音楽 楽友会オーケストラ浜松 オーケストラ演奏 日曜日午前月２～３回 70 1,500円/月
090-1743-4186　高林克則(団長)
gakuyuoke_hp@mhs1996.sakura.ne.jp

http://mhs1996.ivory.ne.jp/ 随時

音楽 あい童会 童謡を歌う 第2第4月曜日　午前 25 3,000円/4ヶ月 随時

音楽
ドルチェウィンドオーケスト

ラ
吹奏楽 毎週土曜日　夜間 49 2,000円/月 中村由加

080-3064-7695
dolcewindorchestra@gmail.com

http://www35.atwiki.jp/dolce-
wo/sp/pages/14.html

随時

音楽 MCアンサンブルきらめき オーケストラ 第2第4土曜日　夜間 20 12,000円/年 戸原　葱
090-7675-7265
shinobutohara@zm.comufa.jp

随時

音楽 浜松市民吹奏楽団 吹奏楽 毎週月・木曜日　夜間 80 2,000円/月
090-3856-4828
info@hamashisui.com

http://www.hamashisui.com/ 随時

音楽 ひよこホルン隊 吹奏楽 毎月2回金曜日 5 2,000円/月 太田もとみ 随時

音楽
浜松ジュニアジャズオー

ケストラ
ジャズ演奏 毎週土曜日　午前 25 1,000円/月 あいホール

https://swingkids.hamazo.tv/e8920302.
html

随時

音楽
ジャズリバースオーケスト

ラ
ジャズビッグバンド 毎週木曜日　夜間 20 1,500円/月 関根 info@jazz-rebinth.org http://jazz-rebirth.org 随時

音楽 北部女声合唱団あおい コーラス 木曜日午前（月３回） 22 2,500円/月 随時

※担当者・問合せ先の空欄は情報非開示団体、見学は可能ですので直接会場へお越しください。　　お問い合わせはあいホール受付（℡053-412-0350）まで。



あいホール男女共同参画等推進団体のご紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（情報掲載許可をいただいた団体のみ掲載しています。令和3年2月1日現在)

ジャンル 団体名 内容 活動日 会員数 会費 担当者 問合せ先 団体　HP 会員募集

音楽 （公財）浜松交響楽団 オーケストラ 水曜日夜間 120 2,500円/月
053-454-6722
info@hamakyou.jp

http://hamakyou.jp
随時

ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ有

音楽 ラ・トパーズ ヴォーカルアンサンブル
第1火曜午後
第3水曜夜間

7 4,500円/月 年2回

音楽 四ッ池サークル 大正琴 第1第3水曜日午後 竹下かねよ 053-453-1150 随時

音楽 浜松フラウエンコール 合唱 毎週水曜日　午前 36 6,000円/月 藤田純子
090-9924-1630
 jum-bloom@c.vodafone.ne.jp

随時

音楽 サザン★クロス 吹奏楽 毎週日曜　午後 30 2,000円/月 相曾貴幸
090-4468-1482
southern_cross_brass@yahoo.co.jp

http://southern-cross-
brass.jimdofree.com/

随時

音楽 コーラス研究会 コーラス練習 不定期 15 5,000円/月 随時

音楽
浜名湖フォークジャンボ

リー実行委員会
楽器演奏 不定期　月2～3回 3 2,000円/年 吉田和弘

090-9914-9161
kazy7@msn.com

http://hamanako-fj.com 随時

音楽 浜商OBOG吹奏楽団 吹奏楽
不定期　火･木･日曜

夜間
35 12,000円/年 安藤勝義

090-1235-0080
andantecantabile222@gmail.com

https://sites.google.com/site/hamasho
obogwind/home

随時

音楽
浜松ﾘﾊｰｻﾙｼﾞｬｽﾞｵｰｹｽﾄ

ﾗ
ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞｼﾞｬｽﾞ 毎週金曜日　夜間 21 1000円/月 山村光義

090-2928-3555
hrjo_yamamura@ybb.ne.jp

http://rjo.hamazo.tv/ 随時

音楽 ハーモニカトリオNTN ハーモニカ演奏 第2･4木曜日　午後 6 2,400円/年 中川岩代
0538-36-0579
080-6952-7861

随時

音楽 雅楽愛好者衆｢千里｣ 雅楽文化講座 月2回　夜間 15 1,000円/回 近藤泰史 info@gagaku-kukuri.com https://gagakusenri.jimdo.com 随時

音楽
浜松マンドリンオーケスト

ラ
マンドリン演奏 不定期 30 9,000円/年 上本 岩崎　053-473-8809 随時

音楽 浜松トロンボーン協会 楽器演奏 1,000円/年 吉田　直樹 090-6082-8382 随時

音楽 浜松市民オーケストラ オーケストラ 土曜　17:45～20:45 90 2,000/月
演奏会費用負担有

鈴木　孝幸 http://hamaoke.com/contact https://hamaoke.com
随時

ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ無

文芸 遠州浜俳句会 句会 第3金曜日　午前 9 12,000円/年 随時

文芸 第五ペン友会 ペン習字 第1･3月曜　午前 10 2,000円/月 渥美みち子 053-485-5575 随時

文芸 浜松川柳クラブ 川柳 第2日曜　午前 30 4,000円/年 神村恭子
080-5111-0513
kyoko-k-513@ezweb.ne.jp

随時

文芸 葉月の会 俳句会 第4金曜日　午前 鈴木邦子 090-5879-9355 随時

武道 浜松居合道研修会 居合道 月・木曜日18:00～21:00 15
一般3,000円/月
学生1,500円/月

金原利明
070-5036-3864
tpara181016@yahoo.co.jp

https://hamamtsuiaido.hamazo.tv/ 随時

武道 幸拳友会 太極拳 木曜日　午後 8 2,300円/月 井畑朝江 090-8677-7363 随時

手芸 ステッチニット同好会 各種編物製作 第1第3火曜日午前 6 30,000円/年 平岩ゆり子 090-7303-4630 随時

ゲーム
浜松コントラクトブリッジクラ

ブ
トランプゲーム 毎週土曜日午後 50 無 村松捷哉 053-469-4612 随時

その他 地域防災を考える会 地域防災研究 第3金曜日　午後 12 2,000円/年 随時

その他 楽々ヨーガ ヨガ 毎週水曜日　午前 16 18,000円/年 鈴木 今年度終了

※担当者・問合せ先の空欄は情報非開示団体、見学は可能ですので直接会場へお越しください。　　お問い合わせはあいホール受付（℡053-412-0350）まで。


