
日芸協中部ハーモニカ教室・講座一覧表（地域別） 2022年度暫定版

地域 講師名 教室名 形態 内容 生徒数 練習日 時間帯 連絡先 場所 最寄り駅   備考

インターネット
大澤龍己 大澤オンライン教室 個人 複音・クロマティック 4 相談

30分単位　　　

×2回月

0566-76-3492（大澤）　　　　　　　　　　

携帯090-7031-3634

自宅（インターネット環境が
必要） 相談

加藤精吾 加藤オンライン教室 個人 複音 7 相談
30分単位　　　

×2回月
090-7689-1449（加藤）

自宅（インターネット環境が
必要） 相談

入山佳江 スタジオ・ドルチェ 個人 複音・コード 1 月２回　予約制 予約 090-7438-5816（入山）
中村区太閤通  5-21              

入山ホール

地下鉄 中村区役所駅下車徒歩８

分　（今後、駅名の変更予定あり）

大澤龍己 大澤ハーモニカ研究会 個人 複音・クロマティック 15 第1・3金曜日 10：00～19：00
0566-76-3492（大澤）　　　　　　　

携帯090-7031-3634
ナディアパーク

地下鉄 矢場町駅から徒歩5分、栄

駅から徒歩7分

大澤龍己 
栄中日文化センター中級 土曜　
1

集合 合奏・独奏 14 第2・4土曜日 12：30～14：30
0120-53-8164  　　        

(中日文化センター)
栄中日文化センター 地下鉄 栄

大澤龍己
栄中日文化センター中級 土曜　
2　

集合 合奏・独奏 9 第2・4土曜日 15：30～17：30
0120-53-8164  　　        

(中日文化センター)
栄中日文化センター 地下鉄 栄

加藤精吾 Kドレミ 個人 複音 7 第2・4水曜日 10：00～16：00 090-7024-7044(水野） ナディアパーク
地下鉄 矢場町駅から徒歩5分、栄

駅から徒歩7分

小谷直美 栄中日文化センター入門・初級 集合 合奏・独奏 5 第2・4土曜日 13：00～15：00
0120-53-8164  　　        

(中日文化センター)
栄中日文化センター 地下鉄 栄

名古屋市 小谷直美 緑ハーモニカ教室 個人 独奏 4 第1・3月曜日 14：00～15：30 090-6074-8021（小谷）
緑区乗鞍3-12　　　　　　　　　　　
常安コミュニティセンター

地下鉄 徳重駅から徒歩１０分

澤田義廣 南大高中日文化センター 集合 複音 8 第1・3金曜日 10：15～12：15
0569-24-6625（澤田）　　　　　　　　

090-8156-1873

緑区大高町字奥平子1-1　   　　  

イオンモール大高1Ｆ
JR 南大高駅から徒歩3分

高木恒也 カトレアハーモニカ　栄支部 集合 複音・合奏・独奏 7
第1・3・4水曜
日

13：00～16：00 052-901-2534（高木） 東生涯学習センター 地下鉄 新栄

高木恒也 カトレアハーモニカ　守山支部 集合 複音・合奏・独奏 14
第1・3・4金曜
日

13：00～16：00 052-901-2534（高木） 守山生涯学習センター 市バス（ユトリートライン）守山

高木恒也・　　　
石黒徳子

カトレアハーモニカ　金城支部 集合 複音・合奏・独奏 9
第1・3・4火曜
日

13：00～16：00
052-901-2534（高木)　

052-916-8089（石黒）
北生涯学習センター　 地下鉄　黒川

高木恒也・　　　
石黒徳子

カトレアハーモニカ 志賀支部 集合 複音・合奏・独奏 9
第1・2・3月曜
日

13：00～16：00
052-901-2534（高木)　

052-916-8089（石黒）
北生涯学習センター　 地下鉄　黒川

戸田　明 栄中日文化センター中級   日曜 集合 合奏・独奏 12 第1・3日曜日 10：00～12：00
0120-53-8164  　　        

(中日文化センター)
栄中日文化センター 地下鉄 栄

戸田　明 トリプルエイハーモニカ教室 個人 複音 5 第1・3水曜日 13：00～16：30 090-1728-3244(戸田） 西生涯学習センター 地下鉄　浄心

戸田　明 花音（ｶﾉﾝ） 集合 複音 9 第1・3水曜日 10：00～12：00 090-1728-3244(戸田） 西生涯学習センター 地下鉄　浄心

松山俊江 鳴海中日文化センター入門・初級 集合 合奏 4 第1・3火曜日 12：15～14：15
0120-53-8763            
（文化センター）

緑区鳴海町字向田95            

リベスタ鳴海1階
名鉄 鳴海

松山俊江 鳴海中日文化センター中級 集合 合奏 2 第1・3火曜日 14：25～16：25
0120-53-8763            
（文化センター）

緑区鳴海町字向田95            
リベスタ鳴海1階

名鉄 鳴海

村上幸子 ハーモニカ・フローラ 個人 複音 5 第2・4金曜日 13：00～16：30 052-831-8077（村上）
瑞穂区日向町4-47（講師自

宅）
地下鉄 運動場東駅から徒歩5分

野間美子 レインボーあつた 個人・集合
複音・アンサンブル

・バス
7 第1・3金曜日 13：00～16：00 090-1743-5042(野間） 熱田区六番町3-11-8             

地下鉄 六番町駅から徒歩8～１０

分

鷲野壮一 シルバー西ハーモニカ同好会 集合 複音 15 第1・4木曜日 13：00～15：00 052-913-5496（鷲野） 名古屋西生涯学習センター 地下鉄 浄心駅から徒歩３分

尾張旭市 石原文夫 新池交流館ふらっと 集合 複音 8 第1・3土曜日 10：00～12：00 090-9926-3123
尾張旭市南栄町旭ヶ丘173番

地
名鉄バス　晴丘駅から徒歩5分
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阿部晴美 けやきハーモニカクラブ 集合 複音・アンサンブル 15 第1・3木曜日 13：30～15：30 0561-52-0321（阿部）
春日井市東部市民センター（春

日井市中央台2-2-1）

名鉄バス高蔵寺ニュータウン中央

台から徒歩５分

春日井市 阿部晴美 さくらハーモニカ教室 個人 複音 8
第1・3木曜日　　
第2・4木曜日

10：00～12：00 0561-52-0321（阿部）
春日井市高森台9-1 南団地集

合所
名鉄バス高森台駅から徒歩３分

西尾庸子
高蔵寺中日文化センター「ハー
モニカ講座」

集合 複音 3 第1・3木曜日　　 13：00～14：30 0568-92-2131
春日井市中央台サンマルシェ

南館 3F
JR 高蔵寺よりバス 

小牧市 津田貴三子 小牧ハーモニカクラブ 集合 複音 7 第2・4木曜日 9：30～11：30 0568-73-2545(林） 小牧市民会館 名鉄 小牧駅        

福田 功
クレッシェンドハーモニーズ・せ
と

集合 アンサンブル 6 第2・4水曜日 13：30～16：00 0561-83-0356（福田） 瀬戸市祖母懐公民館 名鉄 尾張瀬戸駅徒歩20分

瀬戸市 福田 功 ブルーハーモニカフレンズ・せと 集合 アンサンブル 7 第1・3火曜日 10：00～12：00 0561-83-0356（福田） 瀬戸市道泉地域交流センター          名鉄 尾張瀬戸駅徒歩5分

福田 功 ザ・フレッシュハーモニーズ 集合 アンサンブル 9 第1・3火曜日 13：00～15：00 0561-83-0356（福田） 瀬戸市道泉地域交流センター    名鉄 尾張瀬戸駅徒歩5分

津田貴三子
はじめての複音ハーモニカ(一
宮中日文化センター)

集合 合奏・独奏 6 第2・4木曜日 15：15～17：15 0586-47-6535 一宮中日文化センター
JR  尾張一宮駅                           

名鉄 一宮駅

一宮市 戸田 明
ハーモニカ教室　中級①                  
(一宮中日文化センター)

集合 合奏・独奏 8 第2・4木曜日 13：00～15：00 0586-47-6535 一宮中日文化センター
JR  尾張一宮駅                           

名鉄 一宮駅

戸田 明
ハーモニカ教室　中級②                  
(一宮中日文化センター)

集合 合奏・独奏 5 第2・4木曜日 15：15～17：15 0586-47-6535 一宮中日文化センター
JR  尾張一宮駅                           

名鉄 一宮駅

江南市 津田貴三子
江南短大地域協働センター  オープ

ンキャンパス  ハーモニカ講座
集合 複音 9 第1・3火曜日

入門14:50～ 初級16：

30～ 中級18：10～

0587-53-2103(地域協

働センター)
江南市高屋町大松原172番地

名鉄江南駅よりバス  主催母体 江南短大         

年に前期、後期の二回募集

犬山市 津田貴三子 犬山中日文化センター 集合 複音・アンサンブル 5 第1・3土曜日 10：00～12：00 0568-67-6386 ヨシヅヤ犬山店 名鉄 犬山駅徒歩3分

あま市 戸田 明 ハーモニカみわ 集合 複音 10 第1・3月曜日 13：00～15：00 052-441-9106（小島）
あま市木田丁子ノ口6-1                       　　　　  

美和情報ふれあいセンター
名鉄 木田駅から徒歩10分

愛西市 服部早苗 愛西ハーモニカクラブ 集合 複音 8 第2・4火曜日 14：00～16:：00 090-2685-5047(窪地）
愛西市諏訪町郷西456-1　　     

佐織公民館
名鉄 藤浪駅から徒歩5分

津島市 服部早苗 はじめようハーモニカ 集合 複音 3 第2・4木曜日 14：30～16:：00
0120-665-432（津島カ

ルチャーセンター）

津島市大字津島字北新開351　　

ヨシヅヤ津島本店
名鉄 津島駅から徒歩15分

東海市 中瀬真佐夫 東海ハーモニーズ 集合 複音・合奏 7 第1・3水曜日 13：00～16：00 0569-48-4468(中瀬) 東海市名和町上野公民館 名鉄 聚楽園駅

大府市 長田　弘
大府同好会  どんぐりハーモニ
ー

個人 複音・合奏・独奏 4 第1・3木曜日 13：00～17：00 0562-47-8453(村川） 大府市中央町  大府公民館 JR 大府

知多市 寒竹由佳 知多ハーモニカサークル 集合 複音 12 第1・3金曜日 10：00～ 0562-55-8953(藤野） 知多市 八幡まちつくりサンタ― 名鉄常滑線 寺本駅

知多郡阿久比町 中瀬真佐夫 中瀬教室 個人 複音 20 不定期(月2回) 不定時 0569-48-4468(中瀬) 阿久比町植大寒行坊14-10 名鉄 植大駅

石黒峻登 石黒ハーモニカ教室 個人 複音 0
月・火・金曜日　　

（応相談）

10：00～12：00　　　

（1人45分間）

0569-21-8625　　　

sishiguro25@icloud.com
講師自宅（半田市役所近く） JR 半田駅から徒歩15分

澤田義廣 雁宿ハーモニー 集合 複音 6 毎週水曜日 9：30～11：30
0569-24-6625（澤田）　　　　　　　　

090-8156-1873
半田市雁宿町 雁宿ホール内 名鉄 知多半田駅から徒歩5分

半田市 澤田義廣 雁宿ハーモニー　M 集合 複音 5 毎週水曜日 9：30～11：30
0569-24-6625（澤田）　　　　　　　　

090-8156-1873
半田市雁宿町 雁宿ホール内 名鉄 知多半田駅から徒歩5分

中瀬真佐夫 山本楽器ハーモニカ講座 個人 複音 3 第2・4火曜日 9：30～11：00
0569-21-7828　　　　　　　

（山本楽器）
半田市大和町1-30-1 知多半田駅から徒歩5分

新美富美子 かもいけハーモニー 集合 アンサンブル 6 第1・3土曜日 15：00～16：30 0569-28-3908(溝口)
半田市上池町5-44-1　　　　　　　

上池公民館
JR 亀崎・乙川駅から徒歩25分
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知多郡武豊町 寒竹由佳 寒竹ハーモニカ教室 個人 複音・アンサンブル 13 不定期     10：00～ 0569-72-9342（寒竹） 武豊町東大高 名鉄 富貴駅

中瀬真佐夫 武豊ハーモニカサークル 集合 複音・合奏 18 第2・4火曜日 13：00～16：00 0569-48-4468（中瀬） 武豊中央公民館 名鉄 知多武豊駅

知立市 松山俊江 パティオハーモニカクラブ 集合 複音 2 第1・3金曜日 10：00～12：00 0564-45-8647（松山）
知立市文化会館　　　　　　　　　　　

（パティオ池鯉鮒）
名鉄 知立駅からバス10分

安城市
大澤龍己 安城昭林ハーモニカ同好会 集合 複音・合奏 9 第2・4火曜日 13：30～15：30

0566-76-3492（大澤）　　　　　　　　

携帯090-7031-3634
安城市昭林公民館

大澤龍己 楽々ハーモニカクラブ 集合 複音・合奏 9 第1・3木曜日 9：00～11：00
0566-76-3492（大澤）　　　　　　　　

携帯090-7031-3634
安城市桜井公民館

西尾市 小林義行 西尾ハーモニカサークル 個人・集合
複音・アンサンブル

・ホルン
10 第1・3火曜日 14：00～16：00 0563-57-5563（藤井）

西尾市斉藤町向縄1　　　　　　　　

福地コミュニティーセンター
名鉄三河線 福地駅から徒歩15分

大澤龍己 豊田中日文化センター入門 集合 合奏・独奏 5 第1・3水曜日 12：30～14：15 0120-98-2841 豊田中日文化センター
名鉄 豊田市駅、愛環線 新豊田駅

から徒歩5分

大澤龍己 豊田中日文化センター中級　 集合 合奏・独奏 9 第1・3水曜日 14：30～16：15 0120-98-2841 豊田中日文化センター
名鉄 豊田市駅、愛環線 新豊田駅

から徒歩5分

豊田市 大澤龍己 大澤ハーモニカ研究会（豊田） 個人 複音・クロマティック 5 第2・4水曜日 13：00～
0566-76-3492（大澤）　　　　　　　　

携帯090-7031-3634

豊田市小坂町12-100               

豊田文化会館

西口正明
ミュージックショップ・リバー・ハ
ーモニカ教室（金曜コース）

個人 複音 3 第1・3金曜日
13：00～15：30  　　　 

(30分単位）

0565-34-5527  (ﾐｭｰｼﾞｸ

ｼｮｯﾌ・ﾘﾊﾞｰ 荻野)

豊田市若宮町1-57-1 　　　　　　　

t－ﾌｪｲｽ(A館）8階

名鉄 豊田市駅前、愛環線 新豊田

駅から徒歩2分

西口正明 高橋ハーモニカ フレンズ 集合 アンサンブル 12 毎週土曜日 15：00～18：00 0565-58-2496（二村）
豊田市高橋町3-100-1　　　　　　　

高橋交流館
名鉄 高橋バス停から徒歩3分

小林義行 ハッピー岡崎　小林教室 集合 複音・アンサンブル 4 第1・3月曜日 13：00～15：00 0566-21-5402（小林）
岡崎市図書館交流プラザ　　　　

“りぶら”スタジオ３
名鉄 東岡崎駅から徒歩25分

岡崎市 松山俊江 ハッピーフレンズ岡崎　葵 集合 合奏 7 第1・3月曜日 15：00～16：45 0564-45-8647(松山) 岡崎市康生通西４丁目71番地 名鉄 東岡崎駅

松山俊江 りぶら教室 個人 複音 12
第2・4木曜日　
第2金曜日

Ⅰ人　２５分 0564-45-8647(松山) 岡崎市康生通西４丁目71番地 名鉄 東岡崎駅

豊橋市 細川頼之 豊翔会ハーモニカ南陽教室 個人 複音 3 第1・3日曜日
13：00～16：00　

（25分間）
0532-47-2887（細川）

豊橋市草間町字平東89　         

南陽市民館

豊鉄 南栄駅から徒歩10分　　　　　　

（無料駐車場あり）

岩田雅子 ななさとハーモニカクラブ 集合 複音 18 第1・3土曜日 13：30～15：30 090-4469-9806（岩田） 岐阜市七郷公民館

岐阜市 岩田雅子 岐阜南部ハーモニカサークル 集合 複音 10 第1・3木曜日 15：00～17：00 090-4469-9806（岩田）
岐阜市加納城南通り　             

南部コミュニティ

大澤龍己 岐阜ハーモニカ愛好会 個人 複音 7 第2・4木曜日 9：00～11：40
0566-76-3492（大澤）　　　　　　　　

携帯090-7031-3634
岐阜市生涯学習センター JR 岐阜駅隣接 

加藤精吾 ・ 　
山田かをる

木曽川ハーモニー 個人・集合 複音・アンサンブル 9 第1・3木曜日 11：00～16：00 090-7918-3467(横山） 各務原市鵜沼福祉センター 名鉄 羽場駅から徒歩10分

加藤精吾 ・  　
山田かをる

ハーモニカ・レインボー 集合 アンサンブル 5 第1・3金曜日 13：30～15：30 058-384-2895(田口) 各務原市民会館 名鉄 三柿野駅から徒歩20分

各務原市
加藤精吾 ・  　
山田かをる

さくらハーモニー 集合 アンサンブル 6 第1・3金曜日 10：00～12：00 058-389-1774（今尾）
各務原市那加東亜町121　　　　

各務原市那加南福祉センター　　　　　　
JR 那加駅から徒歩５分

加藤精吾 ・  　
山田かをる

さくらハーモニー 個人 複音 7 第1・3水曜日 10：30～15：30 058-389-1774（今尾）
各務原市那加東亜町121　　　　

各務原市那加南福祉センター　　　　　　
JR 那加駅から徒歩５分
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日芸協中部ハーモニカ教室・講座一覧表（地域別） 2022年度暫定版

地域 講師名 教室名 形態 内容 生徒数 練習日 時間帯 連絡先 場所 最寄り駅   備考

西尾庸子 ウインドハーモニーＩＮ多治見 集合 アンサンブル 11 第2・4月曜日 13：00～16：00 0572-22-4187（西尾）
多治見市小泉町8-80　             

小泉公民館
ＪＲ 小泉駅から徒歩５分

多治見市 西尾庸子 アマービレ　ハーモニーズ 個人 複音 6 第1・3水曜日 13：00～17：00 0572-22-4187（西尾）
多治見市小泉町8-80　             

小泉公民館
ＪＲ 小泉駅から徒歩５分

西尾庸子 根本ハーモニーズ 集合 複音 6 第2・4金曜日 14：00～16：00 0572-22-4187（西尾） 多治見市根本町3-55-1 ＪＲ 根本駅から徒歩2分

西尾庸子 まなび　ハーモニーズ 集合 複音 5 第2・4木曜日 14：00～16：00 0572-22-4187（西尾）
多治見市豊岡町1-55　            

まなびパーク学習館
ＪＲ 多治見駅から徒歩5分

土岐市 加藤精吾 とうせいハーモニカクラブ 集合 アンサンブル 7 第1・3火曜日 10：00～12：00 0572-55-4347（安藤） 土岐市土岐津公民館 JR 土岐市駅から徒歩40分

加藤精吾 ・　
山田かをる

なかまち教室 個人 複音 7 第2・4木曜日 13：30～18：30 090-7689-1449（加藤） 土岐市土岐口中町5-73 JR 土岐市駅から徒歩30分

恵那市 近藤英子 恵那近藤教室 個人 複音 2 第1・3金曜日 9：30～12：00 0573-65-5745（近藤） 恵那市民会館 JR 恵那駅徒歩10分

中津川市 加藤精吾 ｳｲﾙハーモニー中津川 集合 アンサンブル 7 第2・4金曜日 10：00～12：00 090-8549-6063（斉藤） 中津川市中央公民館 JR 中津川駅から徒歩15分

近藤英子 ハーモニカポケット 集合 アンサンブル 12 第2・4月曜日 9：30～11：30 0573-65-5745（近藤）
中津川市本町2-3-25　             

中央公民館
ＪＲ 中津川駅から徒歩10分

桑名市 松岡啓子 桑名ハーモニカクラブ 集合 複音・アンサンブル 6 第1・3木曜日 9：30～11：00 0594-21-2956(松岡） 城南まちづくり拠点施設 近鉄、JR 桑名駅からバス１０分

松岡啓子 やさしい複音ハーモニカ教室 個人 複音 1 第1・3月曜日 10：30～11：00 0594-21-8181（北勢堂） 桑名市末広町22番地 近鉄、JR 桑名駅から徒歩１０分

出口　壽 四日市泗水ハーモニーズ 集合 複音 10 第1・3金曜日 10：00～12：00 059-339-1731 四日市市勤労福祉会館 近鉄 四日市

四日市市 出口　壽 四日市泗水ハーモニーズ 個人 複音 6 13：00～ 059-339-1731 四日市市勤労福祉会館 近鉄 四日市

村上幸子 近鉄文化サロン 集合 複音 5 第1・3土曜日 13：00～15：00 052-831-8077（村上） 四日市近鉄百貨店８階 近鉄 四日市駅から徒歩2分

鈴鹿市 中村 健 中村教室 個人 複音 12
月２回（不定
期）

相談 059-382-4780（中村） 鈴鹿市矢橋1-5-20　中村宅 近鉄 鈴鹿駅徒歩１０分

亀山市 中村 健 亀山教室「春風」 集合 複音 9 第2・4月曜日 9：30～11：30 059-382-4780（中村）
亀山市野村地区コミュニティセ

ンター
JR 亀山駅から徒歩２０分

津市 草深 茂 ハーモニカ草深ファミリー 個人・集合 複音・合奏 8
第2・4日曜日      

第1・3土曜日
13：30～16：00

090-3568-4338（草深）  

059-227-9635(教室）
三重県津市渋見町478 JR・近鉄 津駅から徒歩15分

松阪市 小野加代 小野教室 個人 複音 5 第2・4金曜日 13：30～16：00 0598-29-4796（小野）
三重県松阪市上川町263-3　　　　

徳和市民サンタ―
JR 徳和駅から徒歩２０分

浜松市 長屋 弘
AOI（アオイ）ハーモニック　　　　　      
浜松上島センター教室

個人・集合 複音 17
第2・4月,第1・
３月木金

10：00～12：00 
他

053-436-3133　（長屋）
浜松市中区上島5-1-1 　　　　　　
アオイ楽器店

JR 浜松駅

長屋 弘
AOI（アオイ）ハーモニック　　　　　　
サンストリート浜松教室

個人・集合 複音 7
第2・4水木金,
第1・３木

10：00～12：00 

他
053-436-3133　（長屋） 浜松市浜北区

田中恭枝 はもにか教室　福井 個人 複音 3 予約制 予約制（随時） 090-8260-5987（田中） 福井県福井市狐橋2-201 JR福井駅から車15分

福井県 田中恭枝 はもにか教室　福井　勝山 個人 複音 6 第1・3火曜日 13：30～16：30 090-8260-5987（田中）
福井県勝山市郡町3-415勝山

市生涯学習センター
JR勝山駅から車10分

田中恭枝 はもにか教室　ベル 集合 合奏・独奏 4 第1・3月曜日 13：30～15：00 
ﾍﾞﾙｶﾙﾁｬｰｻﾛﾝ    　　　　　　

0776-34-7855

ショッピングセンターベル3F　　　　

ベルカルチャーサロン
福武線ベル前から徒歩3分

*1. 本表は日芸協中部支部連合会の指導者会に所属している講師の教室を記載したものです。各地区での教室のお問い合わせ等にご利用ください。

*2. 講師の方が本表を対外的に使用する場合は、中部支部連合会事務局に御連絡下さい。
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