地区センターでの社交ダンス
地区センターは、地域住民が自主的に活動し、スポーツ、レクリェーション、サークル活動などを通じて相互交流を深めることを目的に
設置されています。ここでは、
(1)地区センターの自主事業として、社交ダンス教室やダンスパーティを開催されていたり、
(2)地区センターを利用しているサークルの活動として社交ダンスサークルが行われたりしています。
社交ダンスを継続的に取り組みたい方は、近くの地区センターにお問合せください。
※ 地区によっては、コミュニティセンター、市民館、市民プラザ、公民館、地域センターなどの名称になっています。

横浜市地区センター 一覧

2016年9月更新

■青葉区
センター名称

住所

電話

ホームページ

山内地区センター

横浜市青葉区あざみ野2-3-2

045-901-8010 http://yokohama-shisetsu.com/yama/

若草台地区センター

横浜市青葉区若草台20-5

045-961-0811 http://yokohama-shisetsu.com/wakakusa/

大場みすずが丘地区センター 横浜市青葉区みすずが丘23-2

045-974-0861 http://ooba-cc.com/

藤が丘地区センター

横浜市青葉区藤が丘1-14-95

045-972-7021 http://xn--v8j9lma1stb8503a2rh09hlx7i.com/wp/

奈良地区センター

横浜市青葉区奈良町1843-11

045-963-5380 http://yokohama-shisetsu.com/nara/

美しが丘西地区センター 横浜市青葉区美しが丘西3-60-15

045-903-9204 http://yokohama-shisetsu.com/utsu/

■旭区
センター名称

住所

電話

ホームページ

若葉台地区センター

横浜市旭区若葉台3-4-2

045-921-2213 http://wakabadai-tc.com/wp/

白根地区センター

横浜市旭区白根4－6－1

045-953-4428 http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/shirane/

都岡地区センター

横浜市旭区今宿西町292-2

045-953-7211 http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/tsuoka/

今宿地区センター

横浜市旭区今宿町2647-2

045-392-1500 http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/imajuku/

市沢地区センター

横浜市旭区市沢町9

045-371-6662 http://www.chikusen.ne.jp/ichizawa/

希望が丘地区センター

横浜市旭区中希望が丘145－4

045-361-0424 http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/kibougaoka/

■泉区
センター名称

住所

電話

ホームページ

中川地区センター

横浜市泉区桂坂4-1

045-813-3984 http://nakagawa.o.oo7.jp/index.html

下和泉地区センター

横浜市泉区和泉が丘1-26-1

045-805-0026 http://simoizumi.kids.coocan.jp/

立場地区センター

横浜市泉区中田北1-9-14

045-801-5201 http://tatebatic.in.coocan.jp/

上飯田地区センター

横浜市泉区上飯田町3913-1

045-805-5188 http://yotsuba.eco.coocan.jp/chikucnterriyou.html

■磯子区
センター名称

住所

電話

ホームページ

杉田地区センター

磯子区杉田1-17-1

045-775-0541 http://business4.plala.or.jp/sugita/

根岸地区センター

横浜市磯子区馬場町1-42

045-751-4777 http://business4.plala.or.jp/negishi/

上中里地区センター

横浜市磯子区上中里町397-2

045-773-3929 http://www.kaminakazato-ac-seikosha.com/index.php

磯子地区センター

横浜市磯子区磯子3-1-41

045-753-2861 http://business4.plala.or.jp/isogo/

■神奈川区
センター名称

住所

電話

ホームページ

白幡地区センター

横浜市神奈川区白幡上町44-12

045-430-3050 http://shirahata-cc.com/

神大寺地区センター

横浜市神奈川区神大寺2-28-18

045-491-4441 http://www.kana-sisetu.jp/kad-top.html

菅田地区センター

横浜市菅田町1718-1

045-471-2913 http://www.kana-sisetu.jp/sug-top.html

神之木地区センター

横浜市神奈川区神之木町7-1

045-435-1712 http://www.kana-sisetu.jp/kam-top.html

神奈川地区センター

横浜市神奈川区神奈川本町8-1

045-453-7350 http://www.kana-sisetu.jp/kan-top.html

■金沢区
センター名称

住所

電話

ホームページ

富岡並木地区センター

横浜市金沢区富岡東4-13-2

045-775-3692 http://www.chikusen.ne.jp/tomiokanamiki/

金沢地区センター

横浜市金沢区泥亀2-14-5

045-784-5860 https://officekanazawa.org/kanazawa/

能見台地区センター

横浜市金沢区能見台東2-1

045-787-0080 https://officekanazawa.org/noukendai/

釜利谷地区センター

横浜市金沢区釜利谷南1-2-1

045-786-2193 https://officekanazawa.org/kamariya/

六浦地区センター

横浜市金沢区六浦5-20-2

045-788-4640 http://www.chikusen.ne.jp/mutsuura/

■港南区
センター名称

住所

電話

ホームページ

港南台地区センター

横浜市港南区港南台5-3-1

045-835-2811 http://www.chikusen.ne.jp/konandai/

野庭地区センター

横浜市港南区野庭町612

045-848-0100 http://www.t-noba.com/

東永谷地区センター

横浜市港南区東永谷1-1-12

045-826-3882 http://www.t-higasinagaya.com/

港南地区センター

横浜市港南区日野1-2-31

045-841-8411 http://www.t-kounan.com/

永谷地区センター

横浜市港南区芹が谷5-47-5

045-823-7789 http://www.chikusen.ne.jp/nagaya/

■港北区
センター名称

住所

電話

ホームページ

城郷小机地区センター

横浜市港北区小机町2484-4

045-472-1331 http://www.chikusen.ne.jp/kodukue/information/

篠原地区センター

横浜市港北区篠原東2-15-27

045-423-9030 http://shinohara-cc.com/

綱島地区センター

横浜市港北区綱島西1-14-26

045-545-4578 http://www.kouhoku-ksk.or.jp/tsunashima/

新田地区センター

横浜市港北区新吉田町3236

045-591-0777 http://www.kouhoku-ksk.or.jp/nitta/

菊名地区センター

横浜市港北区菊名6-18-10

045-421-1214 http://www.kouhoku-ksk.or.jp/kikuna/

日吉地区センター

横浜市港北区日吉本町1-11-13

045-561-6767 http://www.kouhoku-ksk.or.jp/hiyoshi/

■栄区
センター名称

住所

電話

ホームページ

豊田地区センター

横浜市栄区飯島町1368-1

045-895-1390 http://www.sakaekunosisetu.com/toyoda/

本郷地区センター

横浜市栄区桂町301

045-892-5310 http://www.sakaekunosisetu.com/hongo/index.html

上郷地区センター

横浜市栄区上郷町1173-5

045-892-8000 http://www.sakaekunosisetu.com/kamigo/

■瀬谷区
センター名称

住所

電話

ホームページ

中屋敷地区センター

横浜市瀬谷区中屋敷2-18-6

045-304-3100 http://nakayashiki-cc.com/

阿久和地区センター

横浜市瀬谷区阿久和南2-9-2

045-365-9072 http://akuwa.seya-npo.org/

瀬谷地区センター

横浜市瀬谷区瀬谷3-18-1

045-303-4400 http://seya.seya-npo.org/

■都筑区
センター名称

住所

電話

ホームページ

中川西地区センター

横浜市都筑区中川2-8-1

045-912-6973 http://www.tsuzuki-koryu.org/

仲町台地区センター

横浜市都筑区仲町台2－7－2

045-943-9191 http://www.tsuzuki-koryu.org/

都筑地区センター

横浜市都筑区葛が谷2-1

045-941-8380 http://www.yokohamashakyo.jp/tsuzuki-c/index.html

北山田地区センター

横浜市都筑区北山田2-25-1

045-593-8200 http://www.tsuzuki-koryu.org/

■鶴見区
センター名称

住所

電話

ホームページ

末吉地区センター

横浜市鶴見区上末吉2-16-16

045-572-4300 http://www.npo-ttk.jp/sueyochi_cc/sueyochi_cc_event.html

生麦地区センター

横浜市鶴見区生麦4-6-37

045-504-0770

潮田地区センター

横浜市鶴見区本町通4-171-23

045-511-0765 http://www.npo-ttk.jp/ushioda_cc/ushioda_cc_top.html

矢向地区センター

横浜市鶴見区矢向4-32-11

045-573-0302 http://www.npo-ttk.jp/yako_cc/yako_cc_top.html

駒岡地区センター

横浜市鶴見区駒岡4-28-5

045-571-0035 http://komaoka-cc.com/

寺尾地区センター

横浜市鶴見区馬場4-39-1

045-584-2581 http://www.npo-ttk.jp/terao_cc/terao_cc_event.html

http://www.npo-ttk.jp/namamugi_cc/namamugi_cc_event.html

■戸塚区
センター名称

住所

電話

ホームページ

踊場地区センター

横浜市戸塚区汲沢2-23-1

045-866-0100 http://www.odoriba-ymca.org/

上矢部地区センター

横浜市戸塚区上矢部町2342

045-812-9494 http://kamiyabe-npo.world.coocan.jp/index.html

大正地区センター

横浜市戸塚区原宿3-59-1

045-852-4111 http://taisho.chiiki-support.jp/

舞岡地区センター

横浜市戸塚区舞岡町3020

045-824-1915 http://www.maioka-ymca.org/

東戸塚地区センター

横浜市戸塚区川上町4-4

045-825-1161 http://higashitotsuka.chiiki-support.jp/index.html

戸塚地区センター

横浜市戸塚区戸塚町127

045-862-9314 http://totsuka.chiiki-support.jp/

■中区
センター名称

住所

電話

ホームページ

野毛地区センター

横浜市中区野毛町3-160-4

045-241-4535 http://www.nogechikusen.com/

本牧地区センター

横浜市中区本牧原16-1

045-622-4501 http://www.honmoku-ac-seikosha.com/index.php

竹之丸地区センター

横浜市中区竹之丸133-3

045-651-5575 http://www.takenomaruchikusen.com/

■西区
センター名称

住所

電話

ホームページ

藤棚地区センター

横浜市西区藤棚町2-198

045-253-0388 http://fujidana.nkrsk.info/

西地区センター

横浜市西区岡野1-6-41

045-314-7734 http://nishi-cc.com/

■保土ヶ谷区
センター名称

住所

電話

ホームページ

ほどがや地区センター

横浜市保土ケ谷区天王町1-21

045-333-0064 http://hodogaya.hodogaya-kumin.com/

西谷地区センター

横浜市保土ケ谷区西谷町918

045-371-3794 http://nishiya.hodogaya-kumin.com/

初音が丘地区センター

横浜市保土ケ谷区藤塚町15-1

045-352-3992 http://hatsune.hodogaya-kumin.com/

今井地区センター

横浜市保土ケ谷区今井町412-8

045-352-1183 http://imai-cc.com/

■緑区
センター名称

住所

電話

ホームページ

長津田地区センター

横浜市緑区長津田町2327

045-983-4445 http://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/index.php

十日市場地区センター

横浜市緑区十日市場町808-3

045-981-9573 http://tokaichiba-cc.com/

白山地区センター

横浜市緑区白山1-2-1

045-935-0326 http://www.hakusanc.com/

中山地区センター

横浜市緑区中山町413-4

045-935-1982 http://park12.wakwak.com/~m-shisetu-kyokai/

■南区
センター名称

住所

電話

ホームページ

南地区センター

横浜市南区南太田2-32-1

045-741-8812 http://minami-rsk.sakura.ne.jp/minami/

大岡地区センター

横浜市南区大岡1-14-1

045-743-2411 http://minami-rsk.sakura.ne.jp/oooka/

永田地区センター

横浜市南区永田台45-1

045-714-9751 http://nagata-cc.com/

中村地区センター

横浜市南区中村町4-270

045-251-0130 http://minami-rsk.sakura.ne.jp/nakamura/

