
No. 都道府県名 市区町村名 事業者名（団体名） 事業の名称（教室名） 委託経費の額 法人番号

1 栃木県 宇都宮市
宇都宮市豊郷伝統文化和装礼法子供教室実行
委員会

宇都宮市豊郷伝統文化和装礼法子供教室 294,000

2 栃木県 宇都宮市
宇都宮市鶴田地区伝統文化和装礼法親子教室
実行委員会

宇都宮市鶴田地区伝統文化和装礼法親子教室 416,000

3 栃木県 宇都宮市 西地区ひまわり太鼓 西地区ひまわり太鼓 321,000

4 栃木県 宇都宮市 ふる里を知る子供の郷土料理教室 ふる里を知る子供の郷土料理教室 165,000

5 栃木県 宇都宮市 河内剣道クラブ 伝統親子剣道教室 338,000

6 栃木県 宇都宮市 伝統文化　日本舞踊　宮の会 伝統文化　日本舞踊　宮の会親子教室 250,000

7 栃木県 宇都宮市 いけばな清原地区伝統文化こども教室 いけばな清原地区伝統文化こども教室 431,000

8 栃木県 宇都宮市 子ども和太鼓下野不動太鼓教室 子ども和太鼓下野不動太鼓教室 431,000

9 栃木県 宇都宮市 日本棋院栃木県本部 伝統文化子ども囲碁教室 431,000

10 栃木県 宇都宮市 日本民謡　和太鼓駒里会 和太鼓駒里会親子教室 258,000

11 栃木県 宇都宮市 宇都宮市峰茶道親子教室実行委員会 宇都宮市峰茶道親子教室 163,000

12 栃木県 宇都宮市 ひがし子ども和太鼓クラブ ひがし子ども和太鼓教室 258,000

13 栃木県 宇都宮市 宇都宮かるた会 百人一首かるた親子教室 302,000

14 栃木県 宇都宮市 うつのみや西部伝統文化活性化実行委員会 うつのみや西部伝統文化親子茶道教室 371,000

15 栃木県 宇都宮市 宇都宮子ども囲碁教室 宇都宮子ども囲碁教室 345,000

16 栃木県 宇都宮市 東宮っ子ステーション とうこうキッズ茶道教室 258,000

17 栃木県 宇都宮市 麒麟今泉剣友会保護者会 伝統文化親子剣道教室 302,000

18 栃木県 宇都宮市
宇都宮市宮の原伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

宇都宮市宮の原伝統文化和装礼法親子事業 258,000

19 栃木県 宇都宮市 吟剣こども教室 吟剣こども教室 323,000

20 栃木県 上三川町 橋本新清流お囃子会 親子お囃子教室 258,000

21 栃木県 上三川町 上三川町本郷北コミュニティ推進協議会 お囃子教室 310,000

22 栃木県 鹿沼市 日の出町お囃子保存会 日の出町こどもお囃子教室 258,000

23 栃木県 鹿沼市 上大久保屋台囃子保存会 八段囃子親子教室 258,000

24 栃木県 鹿沼市 楡木寿町お囃子保存会 楡木寿町こどもお囃子教室 344,000

25 栃木県 日光市 沢井箏曲院宇都宮研究会 おこと・三味線・尺八体験　わくわく教室 302,000

26 栃木県 日光市 日本将棋連盟日光支部 伝統文化親子将棋教室 172,000

27 栃木県 日光市 草月会栃木県支部 日光市こどもいけ花教室 231,000

28 栃木県 真岡市 泉町おはやし会 泉町おはやし会親子教室 89,000

29 栃木県 真岡市 新高会お囃子連合会 新高会お囃子連合会親子教室 258,000
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30 栃木県 真岡市 並木町お囃子会 親子祭り囃子教室 245,000

31 栃木県 真岡市 真岡市将棋連合会 いきいき親子将棋教室 284,000

32 栃木県 真岡市 台町囃子連 屋台囃子親子教室 172,000

33 栃木県 真岡市 西真岡剣道クラブ　仁風会 西真岡剣道親子教室 345,000

34 栃木県 真岡市 悠々茶道会 悠々茶道親子教室 302,000

35 栃木県 真岡市 和太鼓伝承活動クラブ　やまびこ会 やまびこ太鼓親子教室 345,000

36 栃木県 益子町 星の宮お囃子会 星の宮お囃子親子教室 258,000

37 栃木県 益子町 益子かたりべの会 益子かたりべの会 214,000

38 栃木県 茂木町 双調会茂木支部佐藤文玉予受社中 伝統文化もてぎ邦楽こども教室 258,000

39 栃木県 芳賀町 伝統文化日本舞踊はがの会 伝統文化日本舞踊はが親子教室 258,000

40 栃木県 壬生町 壬生町伝統文化和装礼法子供教室実行委員会 壬生町伝統文化和装礼法子供教室 294,000

41 栃木県 小山市 かもめ箏の音会 伝統文化・和楽器こども体験教室 431,000

42 栃木県 小山市 いけばな親子教室 いけばな親子教室 388,000

43 栃木県 小山市 おやま伝統文化子ども教室実行委員会 おやま伝統文化子ども教室 72,000

44 栃木県 栃木市 富張日の出連 富張子どもお囃子教室 47,000

45 栃木県 栃木市 とちぎ伝統文化こども教室実行委員会 とちぎ伝統文化こども教室 125,000

46 栃木県 下野市 下野市草月いけばな教室 伝統文化親子いけばな教室 258,000

47 栃木県 下野市 飯野茶華道教室 親子茶道体験教室 258,000

48 栃木県 下野市 下野市伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 伝統文化和装礼法親子教室 189,000

49 栃木県 下野市 箏・樹陽会 伝統文化おこと教室 258,000

50 栃木県 下野市 茶道芳月会 親子茶道教室 258,000

51 栃木県 下野市 小金井子供囃子会 小金井子供おはやし入門教室 100,000

52 栃木県 さくら市 伝統文化日本舞踊さくらの会 伝統文化　日本舞踊　さくら親子教室 258,000

53 栃木県 さくら市 氏家子どもお囃子会親の会 氏家子どもお囃子会 285,000

54 栃木県 那須烏山市 烏山山あげ保存会 こども常磐津教室 258,000

55 栃木県 那須塩原市 西那須野少年剣道教室　保護者会 西那須野少年剣道教室 302,000

56 栃木県 佐野市 滝桜会 日本舞踊手ほどき親子体験教室 428,000

57 栃木県 佐野市 親子教室佐野クラブ 親子教室佐野クラブ 284,000

58 栃木県 佐野市 佐野伝統文化茶道愛好会実行委員会 伝統文化親子茶道教室 258,000

59 栃木県 佐野市
小原流佐野地区伝統文化いけばな親子教室実
行委員会

佐野地区伝統文化いけばな親子教室 258,000
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60 栃木県 佐野市 いけばな親子教室　たんぽぽ いけばな親子教室　たんぽぽ 258,000

61 栃木県 佐野市 特定非営利活動法人　たぬまアスレチッククラブ ＴＡＣ和太鼓教室 258,000 4060005007733

62 栃木県 足利市 生田流筝曲いずみ会 伝統文化お箏教室 388,000

63 栃木県 足利市 和太鼓集団　黎明座 和太鼓親子教室 388,000

64 栃木県 足利市
足利地区小原流伝統文化いけばな親子教室風
の子会

伝統文化いけばな親子教室 285,000

65 栃木県 足利市 伝統文化こども花教室足利 ～心を育む～伝統文化こども花教室 302,000

66 栃木県 足利市 足利市八木節連合会 伝統文化子供八木節教室 345,000

67 栃木県 足利市 杵家会足利支所長唄登会 伝統文化親子長唄三味線教室 253,000

68 栃木県 足利市 足利あすなろ会 伝統文化親子囲碁教室 258,000

69 栃木県 足利市 あしかが歌舞伎親子教室実行委員会 あしかが歌舞伎親子教室 258,000

70 栃木県 足利市 日本将棋連盟足利支部 伝統文化親子将棋教室 359,000

71 栃木県 足利市 前結び和装学苑 親子前結び和装教室 362,000

72 栃木県 足利市 栃木官休会 伝統文化親子茶の湯教室 231,000


