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団体名

織田めぐみ
バレエ研究所

レッスン日

会費等/回

月曜 初心者・幼児（17時～18時）

月4回 3,500円

月・水・木曜 小・中学校(18時～20時)

月4回 5,000円
月8回 7,000円
月12回 8,000円

場所

お問い合わせ先

リハーサル室

丸村
ori.m.ballet@gmail.com

バレエを習ってみたいお子さんを募集しています！ぜひ、見学・無料体験レッスンにいらしてみてください！

バレエ

A&J Ballet
Performing Arts

火曜（10時15分～11時30分、16時～20時30分）
金曜（17時～20時30分）※不定期

1回 1,000円～
（詳しくはお問合せ下さい）

采
090-6000-7189
aj.ballet.p.arts@gmail.com

第2練習室
リハーサル室

趣味でバレエをやりたい方からプロを目指す方まで、丁寧にご指導いたします！一緒に楽しくバレエをやりましょう！

月曜(19時～22時)
ダンス

月4回 6,000円

第2練習室

info@hass-ent.com

HASS-ENT
初心者の方大歓迎！！技術よりも心が大事。キッズから一般までのストリートダンスのクラスです。一度見に来て下さい。

水曜 初級入門コース(10時～11時)
Na Mea Hula O ikala’i
一般コース(10時～11時半)
（ナ メア フラ オ
イカラ’イ）
初級入門コースも随時募集しています。

木曜(12時～14時)

月２回 3,500円

第2練習室

望 戸 0827-53-2612

月3回 4,500円

リハーサル室

産 本 082-227-7892

フイ イア オ カフラ
東京恵比寿にある「フラ ハラウ カフラ オ ハワイ」に繋がる教室です。優雅で、そして楽しく、心も身体も元気になります。

フラ
ダンス

第2・4月曜（13時～15時）

月2回 1,000円

第2練習室

涌 本 0827-41-1341

Luanaクラス
月2回 2,700円
Babyクラス
1回 500円(月3回)

第1練習室
第2練習室

白 木 090-7974-7346
hulastudio.huali@gmail.com

アロハワクワク
楽しいフラ始めてみませんか。

土曜 Luanaクラス（10時～11時）
Babyクラス（11時10分～11時50分）
ＨＵＡＬＩ

(Luanaクラス)対象：年齢不問 体を動かすことが目的のクラス。和気あいあいとレッスンをします。
(Babyクラス)対象：未就学児(3才～) 遊びを通してハワイの文化を学んでいきます。

月・金曜（17時～18時or18時～19時）※変更有

1回 700円
（初回無料）

第2練習室

ニース 070-3124-2234

岩国ズンバ
ラテンの音楽を中心に世界中のリズムに合わせて踊る、楽しいダンスフィットネスです。

毎週金曜(19時～21時)
ズンバ

1回 950円

第2練習室

河 本 090-8714-1606

yoga教室
初心者の方からどなたでも大丈夫です。身体を整えながら一緒にリラックスしましょう。

第1・3水曜(10時～12時) ※曜日の変更有

1回 990円

不定

正 木 090-7898-3525

パワー・ヨガ楽笑
楽しく笑ってパワーUP！！体幹を鍛え女子力UP！！皆さんご一緒にいかがですか？

水・土曜(19時～22時)
吹奏楽

300円
(高校生以下100円)

第1練習室

横 田 080-1923-3850

岩国ブラスムジーク
私達は山口県岩国市を中心に活動している吹奏楽団です。見学、入団希望の方は、お気軽にお越し下さい。

木曜（未就園児）（10時～11時）
リトミック

Sunflower
Music Academy

月3回 3,240円
（テキスト代含む）

第2練習室

井 上 0827-21-0278

リトミックは、楽しく感じたままに動いて表現し、音楽と人間形成の基礎力を身につけることができる教育法です。
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ジャンル

団体名

レッスン日

火・木曜(19時～22時)
ミュージ
カル

会費等/回

場所

お問い合わせ先

月8回 7,000円

第1練習室
第2練習室

平 田 0827-23-0901

ミュージカル・ファクトリー・
クライマックス

身体の全てを使って表現できるこの世界へ。熱いエネルギー溢れる稽古場。自らの才能の限界に挑戦してみませんか

第2練習室
土曜(14時～16時)

月4回 2,500円

沖 村 0827-31-8769
（月2回愛宕共用会館）

愛宕フラウエンコール
団員は33名。”より良い音楽作り”を目指し楽しく練習中。全日本おかあさんコーラス大会等年間3、4回大会に出場します。

日曜(10時～12時)
コーラス

月2回 1,000円

第2練習室

（事務局）沖村 0827-31-8769

コーロ・いわくに
岩国市内の各合唱団有志と一般で構成された35名。月に1～2回と練習は少ないが、共に集い楽しく練習しています。

Chor Freunde
（コア・フロインデ＝
合唱団「友」）

土曜（不定期・月2～3回）

岩国BoomBoom

水曜(19時～21時)

無料

月3回 6,000円
第2練習室

太鼓本舗かぶら屋
082-509-0320

水曜（18時～18時45分）

無料

第2練習室

樋 口 0827-23-3260

月1回 500円

和室

清 水 0827-56-0017

小3まで 3,000円
小4～中3 4,000円

木曜(10時～12時)
剣仕舞

村上 090-4696-8374

親しみやすい曲を、楽しく学び、楽しく歌える合唱団を目指しています。初心者も大歓迎！私たちと一緒に歌いませんか？

和太鼓
太鼓童子こかぶ岩国

第2練習室

広島剣友会
刀と扇を使って、いい汗をかいて、毎日元気で過ごしましょう。

9時～17時
能楽

観世流大江観正社
岩国支部
日本の文化・能楽を謡曲や仕舞のお稽古を通して体験してみませんか！体験レッスン・見学も受付しております。

第1or第2日曜(10時～16時)
絵画

通常 990円
裸婦有 1,990円

第2練習室

市 岡 090-4147-7694

「楽しい人物画講座」
人物画を楽しく描いてみませんか？各方面のモデルさんとのコラボレーションを楽しみながら皆で描いております。

火曜(10時～11時半)

※お問合わせ下さい

第1練習室

坂 井 090-2864-6604

和室

小 枝 090-3637-9733

和室

ヨーロピアンフラワー
090-7372-1272

多言語
言語交流研究所
自然習得 ヒッポファミリークラブ
ことばの音にひたって、気負わず、楽しくことばの習得を一緒にしましょう。

第1・3木曜（10時～11時）
ゆる体操
講座

※お問合わせ下さい

ゆる体操ＦＣ
体の疲れやこりを簡単な体操でほぐします。楽しく元気になる講座です。

フラワー
アレンジ フラワーサークルふじ
メント

金曜（10時半～12時、18時半～20時）

花材費及び維持費
生花 3,500円
ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞ 4,500円

むつかしく考えず楽しくお花とふれあうサークルです。参加は自由です。ご自身の時間が取れた時に来ていただくサークルです。
参加した時のみ花材費及び維持費をいただいております。まずは体験してみて下さい。

ご不明な点等がございましたら、お気軽にシンフォニア岩国事務局までお問い合わせくださいませ。

シンフォニア岩国 事務局
H30.3月1日現在
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