○琉球民謡・三線教室
大阪市内
教室名
琉球民謡協会関西支部 森山一夫民謡研究所

住所
大阪市北区本庄西 与儀様方
大阪市淀川区加島3-2-3 沖縄料理さかえ

電話番号
06-6309-8169

琉球民謡協会関西支部 糸洲広志民謡教室

大阪市北区本庄東1-6-7

06-6374-0502

加那三線教室

大阪市北区神山町9-16山名ビル１階 （沖縄酒菜 島バナナ）

06-6361-2425

大阪市北区本庄東2－4－39(本庄会館)
大阪市北区梅田1-1-3 B2-87（島唄ライブ「琉球」）

06-6882-3434
090-3610-9223

野村流古典音楽保存会関西支部 町田宗隆研究所

大阪市此花区朝日2-13-6

06-6462-6549

城間研究所

大阪市西淀川区御幣島3-9-1-502

大阪市港区弁天町（弁天町オーク２番街５F） ラジオ大阪カルチャーサロン

06-6473-6905
06-6448-6708
090-3168-7796
06-6577-1357

阪急駅前ビル７Ｆ（梅田：産経学園大阪教室）

06-6373-1241

なんばパークス５Ｆ（産経学園ナンバ教室）

06-6641-4880

野村流音楽協会関西支部 新安倶楽部

大阪市大正区泉尾7-13-1-1108

06-6554-6253

仲村英芳研究所

大阪市大正区泉尾7-13-3-707

06-6554-0752

関西沖縄文庫 三線会

大阪市大正区小林東3-13-20

06-6552-6709

琉球民謡協会関西支部 登川流関西 伊禮哲民謡研究所

大阪市福島区玉川4-12-11(沖縄三線の店・佐々忠)
琉球民謡伝統協会 新大阪支部 佐々忠民謡研究所
(大阪三線クラブ)

備考

登川流関西 宮里政則琉球民謡研究所

大阪市大正区三軒家東1-14-18 居酒屋かりゆし

06-6554-5576

琉球民謡協会関西支部 伊敷義明民謡研究所

大阪市大正区千島3-19-3 大阪沖縄会館２階

06-6553-2760

大城清孝研究所

大阪市大正区鶴町3-7-3-205

090-8930-3926

琉球民謡協会関西支部 金城清幸民謡研究所

大阪市港区池島２丁目５−７

06-6553-7569

金城繁倶楽部

大阪市大正区平尾2-10-6

06-6552-9237

野村流音楽協会関西支部 金城会

大阪市大正区平尾2-10-16

06-6553-6056

上原浦幸研究所

大正区平尾3-17-6

06-6551-9530

琉球民謡協会関西支部 仲田順市民謡研究所

大正区南恩加島2-7-27コーポ仲村

06-6554-5524

琉球民謡協会関西支部 上地正弘民謡研究所
琉球民謡協会関西支部 野村流音楽協会関西支部
玉城正雄民謡研究所
野村流音楽協会関西支部 西成音楽会

大阪市大正区南恩加島5-6-2
（月曜日）大阪市西成区千本北2-13-10
（水曜日）大阪市西成区梅南3-4-22 西成沖縄県人会館
西成区千本北2-13-10

06-6555-7136

糸洲研究所(糸洲盛三)

西成区千本北2-26-14

恒絃会大阪阿倍野教室（山内）

大阪市阿倍野区阪南町3-16-7
大阪市住之江区粉浜1丁目25-1（粉浜教室）

06-6659-2269
06-6622-6544
090-3611-9712
080-3792-7133

琉球沖縄民謡・島の唄 涼風会

大阪市西成区岸里1-1-50（西成区民センター）

06-6651-1131

大阪市中央区天満橋京町1-1 京阪シティモール7階(よみうり文化センター)

06-6941-1112

06-6651-2551
06-6651-2551

プラスミュージック心斎橋

大阪市中央区南船場3-5-27アルファ心斎橋301号

06-6243-1878

八重山うた大哲会大阪中央支部

大阪市都島区民センター他

－

琉球民謡伝統協会 阿倍野支部（お茶会三線教室 おきなわうた）

大阪市阿倍野区昭和町4-3-23（昭和サロン）

080-9749-0034

ホームページからお問い合わせください。

○琉球民謡・三線教室
大阪市内
教室名

住所

電話番号

琉球民謡伝統協会 堺支部（健ちゃん さみしな会）

大阪市住之江区北加賀屋1丁目5-28（北加賀屋東部福祉会館 老人憩の家）

090-7369-4069

前田傳松研究所

大阪市大正区泉尾7-13-2-307

06-6553-5856

たかまぁみぃ三線会

弁天町駅「港区民センター」・新大阪駅「KOKO PLAZA」

－

ギターランド心斎橋教室「三線科」

大阪市中央区南船場3丁目5-27

06-6243-1878

サンシン友の会

大阪市北区西天満6-9-21タイガービルB1

06-6315-0082

後間民謡研究所

大阪市此花区高見1-3-34-415

06-6463-1739

はいさい

大正区三軒家東1-4-9

06-6555-9807

伊佐真和研究所

大正区平尾4-12-16

06-6551-7633

大城勲 沖縄民謡研究所

大阪市西成区千本北2-6-20

090‐6556‐2756

教室名

住所

電話番号

琉球民謡協会関西支部 吉田茂民謡研究所

大阪府高槻市野田2-10-7

072-661-0337

備考

ホームページからお問い合わせください。

大阪府内

琉球民謡協会関西支部 吉永安正琉球音楽研究所

高槻市芝生3-16-1（女瀬川コミュニティセンター）
東大阪市岩田町5-10-13（岩田公民分館）

072-637-7337

島唄ユイユイ会（サークル）（中本）

豊中市服部西町4-13-1 青年の家いぶき（06-6866-3030）

070-5168-7020

玉城宗光研究所

恒絃会 堺上野芝教室（小田垣）

大阪府堺市大美野74-20
大阪府堺市豊田52-2
大阪府堺市鳳中町9-7-3 鳳教会内
大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町 （産経新聞 上野芝店２階）

0722-36-0505
072-299-0784
090-1131-3643
072-278-0355

恒絃会 堺中百舌鳥教室（儀間コーヒー伊集）

大阪府堺市東区白鷺町1-8-21

072-257-4935

和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉4F（ららぽーと和泉）

072-551-2327

和泉市室堂町824-36 コムボックス光明池1F（コムボックス光明池）

0725-50-5560

枚方市香里ヶ丘3-11-1CONOBA 2F（カルチャーハウス香里ヶ丘）

072-860-1131

枚方市楠葉花園町14-1 京阪くずは駅ビル3階（朝日カルチャーセンター）

072-850-1500

琉球民謡協会関西支部 先間盛一民謡研究所

琉球沖縄民謡・島の唄 涼風会

琉球民謡伝統協会 新大阪支部 佐々忠民謡研究所
(大阪三線クラブ)

備考

堺市堺区戎島町4丁45-1ポルタスセンタービル7階（よみうり堺文化センター）

072-222-2030

堺市北区東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花田1F（イオンモール北花田）

072-246-6677

高槻市紺屋町2-1 松坂屋高槻店6階（よみうり松坂屋高槻文化センター）

072-681-8218

豊中市新千里東町1丁目5番2号 セルシービル4F（千里セルシー）

06-6835-7400

泉佐野市日根野2496－1(イオンカルチャークラブ)

072-450-2070

吹田市岸部南1-4-8 岸辺市民センター（学院三線クラブ）

090-3168-7796

アリオ鳳店３Ｆ（セブンカルチャークラブ鳳教室）

072-274-7799

アリオ八尾２Ｆ（セブンカルチャークラブ八尾教室）

072-992-8100

浅香山三線サークル（福本勝美）

堺市北区新金岡町4-1-8新金岡市民センター

090-8192-7193

新城永文・浩文 琉球音楽研究所

高槻市山手町1-6-3

072-682-3568

山下吉久琉球民謡教室（沢井利津子）

三島郡島本町広瀬2-2-1

080-1442-9188

八重山うた大哲会大東支部

大東市新町13-30（大東市立公民館）

－

ホームページからお問い合わせください。

○琉球民謡・三線教室
大阪府内
教室名

住所

電話番号

備考

吹田市高城町1-4（喫茶ぽみえ）
吹田市垂水町3-15-35（豊一公民館）
宮古民謡研究会みゃーく（吉岡）

吹田市千里山霧が丘22-1（BiVi千里山3階 千里山コミュニティセンター）

090-7767-8709

吹田市津雲台1-2-1（千里ニュータウンプラザ）
摂津市南千里丘5-35（摂津市コミュニティプラザ）
琉球民謡伝統協会 大阪京阪支部 「ことほぎ会」三線教室

寝屋川市寿町24－11

090-8989-0890

ひらかた三線愛好会

枚方市茄子作2丁目（沖縄料理かりゆし）

－

富田林三線クラブ（玉城）

富田林市中央公民館

090-1134-1197

吹田唄三線教室（玉城）

吹田市泉町5-19-14

090-1134-1197

岩本 沖縄民謡研究所

松原市高見の里1-2-35 501号室

090-7365-9192

三線練習会・大阪

豊中市蛍池中町1-1-1 豊中市共同利用施設・蛍池センター

－

ホームページからお問い合わせください。

kkurisanO@gmail.com

