
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 埼玉県 さいたま市 うらわ茶道こども教室 うらわ茶道こども教室 412,000

2 埼玉県 さいたま市 特定非営利活動法人地域伝統文化推進機構 岩槻伝統文化箏教室 272,000 6030005002933

3 埼玉県 さいたま市 さいたま南市民囲碁協会 さいたま南伝統文化親子教室 819,000

4 埼玉県 さいたま市 埼玉県三曲協会 子供のためのお箏教室 258,000

5 埼玉県 さいたま市 うらわジュニア茶会 親子茶道うらわジュニア茶会 258,000

6 埼玉県 さいたま市 大宮ジュニア囲碁普及会 大砂土囲碁初級教室 388,000

7 埼玉県 さいたま市 さいたま囲碁普及振興会 ひがしっこの間子ども囲碁教室 310,000

8 埼玉県 さいたま市 光陽書道研究会 ひな・みやび親子筆文字教室 302,000

9 埼玉県 さいたま市 山崎子竜太鼓 山﨑和太鼓親子教室 302,000

10 埼玉県 川越市 かすみ野自治会 かすみ野自治会 345,000

11 埼玉県 川越市 音楽といっしょに育つ会 川越市筝・尺八こども伝統文化教室 140,000

12 埼玉県 川越市 川越igoまち倶楽部 親子囲碁教室 300,000

13 埼玉県 熊谷市 熊谷伝統文化事業実行委員会 熊谷伝統文化親子教室事業

埼玉県 熊谷市 創美流埼玉縣支所
熊谷伝統文化親子教室事業
「熊谷　親子いけばな教室」

258,000

14 埼玉県 川口市 芝ふれあい太鼓普及会 芝ふれあい和太鼓親子教室 733,000

15 埼玉県 川口市 松之一連 西公民館　親子おはやし教室 258,000

16 埼玉県 川口市 日本棋院川口支部 川口市ふれあい親子囲碁教室 277,000

17 埼玉県 川口市 川口市ふれあい能楽会 川口市ふれあい親子能楽教室 319,000

18 埼玉県 行田市 扇由女会 日本舞踊と三味線親子教室 258,000

19 埼玉県 秩父市 篠葉社中 秩父屋台囃子教室 431,000

20 埼玉県 秩父市 吉田郷土会 秩父屋台囃子親子教室 258,000

21 埼玉県 所沢市 多文化多言語交流会 英語で茶道を体験しよう 258,000

22 埼玉県 飯能市 二丁目親和会 二丁目囃子親子教室 345,000

23 埼玉県 本庄市 東小平獅子舞保存会 小平獅子舞親子教室 302,000

24 埼玉県 本庄市 照青会 お囃子練習親子教室 431,000

25 埼玉県 本庄市 本街祭囃子保存会 本街祭囃子こども教室 319,000

26 埼玉県 本庄市 上町囃子保存会 上町囃子親子教室 431,000

27 埼玉県 本庄市 今井獅子舞保存会 本庄市今井獅子舞保存会伝統文化親子教室事業 277,000

28 埼玉県 本庄市 新町屋台囃子保存会 新町屋台囃子親子教室 379,000
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29 埼玉県 本庄市 仲甼囃子保存會 仲甼囃子こども教室 345,000

30 埼玉県 本庄市 泉町囃子保存会 泉町さんてこ囃子親子教室 388,000

31 埼玉県 本庄市 仲町山車囃子保存会 仲町山車囃子教室 336,000

32 埼玉県 本庄市 上町祭り囃子保存会 上町自治会祭り囃子親子教室 349,000

33 埼玉県 本庄市 本町祭禮保存會 本町お囃子親子教室 390,000

34 埼玉県 春日部市 庄和川辺少年剣道クラブ 庄和川辺少年剣道クラブ親子教室 345,000

35 埼玉県 春日部市 春日部剣真会 春日部剣真会 258,000

36 埼玉県 春日部市 春日部剣道会 春日部剣道会親子教室 431,000

37 埼玉県 春日部市 豊野剣道会 豊野剣道会親子教室 299,000

38 埼玉県 狭山市 錦舟会　狭山支部 錦舟会狭山支部伝統文化いけばな子供教室 302,000

39 埼玉県 深谷市 九星書道会 深谷書道伝統文化親子教室 157,000

40 埼玉県 深谷市 伝承あそびの会 わくわく伝承あそび教室 258,000

41 埼玉県 深谷市 深谷伝統文化事業実行委員会 深谷伝統文化事業実行委員会

埼玉県 深谷市 深谷いけばな普及教室実行委員会 深谷伝統文化親子教室事業「深谷 親子いけばな教室」 258,000

42 埼玉県 上尾市 華道松東会 伝統文化上尾親子いけばな教室 220,000

43 埼玉県 上尾市 古流松應会大宮支部 伝統文化いけばな・茶道親子教室 288,000

44 埼玉県 草加市 高砂少年剣道会 高砂少年剣道会親子教室 345,000

45 埼玉県 草加市 華道家元池坊　東京暁靖会 いけばなこども体験教室 199,000

46 埼玉県 草加市 日本舞踊「花菱会」 草加市親子日本舞踊クラブ 258,000

47 埼玉県 草加市 睦会 睦会茶道親子教室 282,000

48 埼玉県 草加市 草加松原地区伝統文化いけばな親子教室 草加松原地区伝統文化いけばな親子教室 323,000

49 埼玉県 草加市 新田西地区伝統文化いけばな親子教室 新田西地区伝統文化いけばな親子教室 302,000

50 埼玉県 草加市 昔遊びの会 草加市いっしょにあそぼう百人一首体験教室 103,000

51 埼玉県 草加市 草加市伝統文化和装礼法親子教室 草加市伝統文化和装礼法親子教室 295,000

52 埼玉県 越谷市 越谷市伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 越谷市伝統文化和装礼法親子教室 345,000

53 埼玉県 越谷市 いけ花　花桜会 さくら　子供教室 113,000

54 埼玉県 越谷市 桜南剣友会 桜南剣友会親子教室 431,000

55 埼玉県 越谷市 花道茶道わかば会越谷支部 たんぽぽ親子茶道教室 219,000

56 埼玉県 越谷市 いけ花・茶道千好会 いけ花・茶道はなみずき子ども教室 260,000

57 埼玉県 越谷市 童子書道教室 童子書道親子教室 241,000
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58 埼玉県 越谷市 茶道裏千家こども教室　睦会 伝統文化親子教室 258,000

59 埼玉県 越谷市 源徳館剣道教室 源徳館親子剣道教室 248,000

60 埼玉県 蕨市 蕨市茶道連盟 伝統文化茶道教室 862,000

61 埼玉県 蕨市 蕨市「彩の花」 蕨市伝統文化いけばな親子教室 345,000

62 埼玉県 戸田市 戸田将棋大会強化道場 戸田将棋大会強化道場 108,000

63 埼玉県 戸田市 戸田伝承あそびの会 戸田伝承あそびの会 327,000

64 埼玉県 朝霞市 福の会 福の会 409,000

65 埼玉県 朝霞市 日本棋院朝霞支部 朝霞市囲碁こども教室 169,000

66 埼玉県 朝霞市 朝霞和装文化伝承会 伝統文化子ども教室 258,000

67 埼玉県 朝霞市 朝霞市土曜対策協議会 伝統文化いけばな子供教室（親子） 304,000

68 埼玉県 朝霞市 朝霞市伝統文化こども教室実行委員会 伝統文化茶道子供教室（親子） 402,000

69 埼玉県 志木市 宿組囃子連保存会 宿組のはやし　こども教室 331,000

70 埼玉県 志木市 市場はやし連 志木市市場地区囃子親子教室 270,000

71 埼玉県 志木市 志木市伝統文化和装礼法親子教室　実行委員会 志木市伝統文化和装礼法親子教室 345,000

72 埼玉県 新座市 新座市日本舞踊子ども教室あやの会 新座市日本舞踊子ども教室 147,000

73 埼玉県 新座市 静花いけばなサークル 静花伝統文化こども教室 289,000

74 埼玉県 桶川市 桶川三曲協会 子供のためのお箏教室 431,000

75 埼玉県 富士見市
富士見市伝統文化和装礼法親子教室実行委員
会

富士見市伝統文化和装礼法親子教室 345,000

76 埼玉県 富士見市 こども日本舞踊教室小鈴会 こども日本舞踊教室小鈴会 258,000

77 埼玉県 富士見市 伝統文化いけばな教室父母の会 子どもいけばな教室 363,000

78 埼玉県 富士見市 子ども伝統文化体験教室富士見事務局 子ども伝統文化体験教室㏌富士見 172,000

79 埼玉県 蓮田市 蓮田囃子保存会 蓮田子供囃子 258,000

80 埼玉県 幸手市 幸手囃子会 伝統文化親子お囃子教室 427,000

81 埼玉県 幸手市 いけばな幸手ふれあい教室実行委員会 いけばな幸手ふれあい教室 97,000

82 埼玉県 幸手市 生花鈴木親子教室 生花鈴木親子教室 170,000

83 埼玉県 鶴ヶ島市 特定非営利活動法人子どもの夢TOSS埼玉 わくわく伝統文化教室 172,000

84 埼玉県 白岡市 白岡わくわく伝承あそびの会 白岡わくわく伝承あそびの会 319,000

85 埼玉県 小鹿野町 砲馬会 秩父屋台囃子親子教室 258,000

86 埼玉県 小鹿野町 鹿桜会松井田 秩父囃子親子教室 388,000

87 埼玉県 小鹿野町 栗尾太鼓会 栗尾太鼓会親子教室 329,000



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

88 埼玉県 小鹿野町 旗居太鼓会 秩父囃子親子教室 302,000

89 埼玉県 小鹿野町 上町波歌囃子会 秩父囃子親子教室 258,000

90 埼玉県 美里町 猪俣百八燈保存会 猪俣百八燈親子教室 302,000

91 埼玉県 美里町 関獅子舞保存会 「関の獅子舞」親子教室 162,000

92 埼玉県 上里町 扇富三会 上里町日本舞踊こども教室 258,000


