
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 神奈川県 横浜市 古流理恩会横浜会 伝統文化親子いけばな教室 349,000

2 神奈川県 横浜市
横浜市金沢地区伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

横浜市金沢地区伝統文化和装礼法親子教室 421,000

3 神奈川県 横浜市 いけばな小原流千草会伝統文化親子教室 伝統文化いけばな親子教室 258,000

4 神奈川県 横浜市
横浜市青葉和装礼法伝統文化親子教室実行委
員会

横浜市青葉区和装礼法伝統文化親子教委室実行委員
会

225,000

5 神奈川県 横浜市 横浜伝統文化事業実行委員会 横浜伝統文化親子教室事業

神奈川県 横浜市 創美流神奈川縣支所 横浜伝統文化親子教室事業「横浜　親子いけばな教室」 258,000

神奈川県 横浜市 茶道脩静庵　横浜支所 横浜伝統文化親子教室事業「横浜　親子茶の湯教室」 258,000

6 神奈川県 横浜市
横浜市北部伝統文化和装礼法親子教室実行委
員会

横浜市北部伝統文化和装礼法親子教室 302,000

7 神奈川県 横浜市 こども囲碁サークル こども囲碁サークル 258,000

8 神奈川県 横浜市 いきいきはまっ子初音が丘お花クラブ いきいきはまっ子初音が丘お花クラブ 291,000

9 神奈川県 横浜市 伝統文化はまっ子お花クラブ 伝統文化はまっ子お花クラブ 293,000

10 神奈川県 横浜市 西区宮谷伝統文化いけばな子供教室 西区宮谷伝統文化いけばな子供教室 263,000

11 神奈川県 横浜市
横浜市西部伝統文化和装礼法親子教室実行委
員会

横浜西部伝統文化和装礼法親子教室 263,000

12 神奈川県 横浜市 わら細工・草編み細工「わらしべ」 ワラで遊ぼう「基本の縄綯いから大注連縄の奉納まで」 258,000

13 神奈川県 横浜市 明神神楽会 和で遊ぼう「神楽太鼓の巻」 560,000

14 神奈川県 横浜市 明神神楽　星川会
伝統文化親子教室「神楽の巫女舞」～お作法から舞の
手ほどきまで～
伝統文化親子教室「神楽の太鼓」～礼儀作法から基本

560,000

15 神奈川県 横浜市 横浜やっしゃ鯛 はじめての和太鼓レッスン「江戸祭囃子の巻」 516,000

16 神奈川県 横浜市 箏サークル和楽会 楽しくお箏をひく教室 258,000

17 神奈川県 横浜市 伝統文化親子教室横浜実行委員会 伝統文化親子供教室

神奈川県 横浜市 港南台囲碁親子教室 港南台囲碁親子教室 352,000

神奈川県 横浜市 港南台書道親子教室 港南台書道親子教室 381,000

神奈川県 横浜市 栄三味線親子教室 栄三味線親子教室 381,000

神奈川県 横浜市 港南台生花親子教室 港南台生花親子教室 381,000

神奈川県 横浜市 港南台茶道親子教室 港南台茶道親子教室 423,000

神奈川県 横浜市 港南台和装親子教室 港南台和装親子教室 381,000

神奈川県 横浜市 神之木囲碁親子教室 神之木囲碁親子教室 352,000

18 神奈川県 横浜市 響鼓 都筑和太鼓親子教室 431,000

19 神奈川県 横浜市 はないろころも はないろ親子着付け教室 258,000

20 神奈川県 横浜市
一般社団法人日本ヴィーガン・ベジタリアン和食
料理教室協会

伝統的な食文化、発酵食品の魅力を知ろう 388,000 9020005013879
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21 神奈川県 川崎市 平間わんぱく少年団 過疎地の芸能　中山太鼓伝承親子教室 388,000

22 神奈川県 川崎市 錦舟会　川崎支部 錦舟会川崎支部伝統文化いけばな子供教室 361,000

23 神奈川県 川崎市 武蔵小杉書道会 武蔵小杉書道サークル 431,000

24 神奈川県 川崎市 公益財団法人　現代人形劇センター 伝統人形芝居　乙女文楽　親子教室 333,000 7020005009680

25 神奈川県 川崎市 箏曲都の音会 伝統文化親子おこと教室 302,000

26 神奈川県 川崎市 多摩区伝統文化事業実行委員会 多摩区伝統文化親子教室事業

神奈川県 川崎市 特定非営利活動法人いけはなworks川崎市支部
多摩区伝統文化親子教室事業「稲田　親子いけばな教
室」

258,000

神奈川県 川崎市 創美流川崎支所 多摩区伝統文化親子教室事業「菅　親子いけばな教室」 258,000

神奈川県 川崎市 茶道体験教室実行委員会 多摩区伝統文化親子教室事業「菅　茶の湯　親子教室」 258,000

神奈川県 川崎市 宿河原伝統文化体験教室実行委員会
多摩区伝統文化親子教室事業「宿河原　茶道体験教
室」

258,000

神奈川県 川崎市 中野島狂言普及実行委員会
多摩区伝統文化親子教室事業「伝統の笑いに学ぼう
狂言教室」

258,000

27 神奈川県 川崎市 溝の口囲碁こども教室 溝の口囲碁こども教室 258,000

28 神奈川県 川崎市 のどか親子教室 わくわく百人一首・俳句教室 345,000

29 神奈川県 相模原市 相模原伝統文化こども華道教室実行委員会 相模原伝統文化こども華道教室 88,000

30 神奈川県 相模原市 中澤囃子連 中澤囃子連親子教室 302,000

31 神奈川県 横須賀市 日本茶道塾 親子茶道教室 189,000

32 神奈川県 横須賀市 矢之津お囃子同好会 矢之津お囃子教室 413,000

33 神奈川県 横須賀市 浦賀丘囃子会 浦賀丘囃子親子教室 235,000

34 神奈川県 平塚市 入野太鼓保存会 入野ばやし親子教室 368,000

35 神奈川県 平塚市 平塚親子いけばな教室 平塚親子いけばな教室 190,000

36 神奈川県 平塚市 平塚華道協会 いけ花子ども教室 258,000

37 神奈川県 鎌倉市 腰越地区伝統文化いけばな親子教室 腰越地区伝統文化いけばな親子教室 431,000

38 神奈川県 鎌倉市 鎌倉地区いけばなこども教室 鎌倉地区いけばなこども教室 225,000

39 神奈川県 鎌倉市 鎌倉伝統文化　茶・華道こども教室 鎌倉伝統文化　茶・華道こども教室 269,000

40 神奈川県 藤沢市 南藤沢地区伝統文化いけばな親子教室 南藤沢地区伝統文化いけばな親子教室 261,000

41 神奈川県 藤沢市 くげぬま地区いけばな親子教室 くげぬま地区いけばな親子教室 344,000

42 神奈川県 藤沢市 鵠沼地区伝統文化いけばな親子教室 鵠沼地区伝統文化いけばな親子教室 296,000

43 神奈川県 藤沢市 藤沢伝統文化いけばな教室 藤沢伝統文化いけばな教室 363,000

44 神奈川県 藤沢市 古典いけばな研究会 伝統いけばな藤沢親子教室 388,000

45 神奈川県 藤沢市 白鳳会 伝統いけばな親子辻堂教室 430,000
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46 神奈川県 藤沢市 花標 伝統いけばな大庭公民館教室 392,000

47 神奈川県 小田原市 お堀端地区伝統文化いけばな親子教室 お堀端地区伝統文化いけばな親子教室 301,000

48 神奈川県 小田原市 鴨宮地区伝統文化いけばな親子教室 鴨宮地区伝統文化いけばな親子教室 323,000

49 神奈川県 小田原市 小田原子ども伝統文化わくわく会 小田原子ども伝統文化わくわく教室 258,000

50 神奈川県 小田原市 曽我兄弟遺跡保存会 子ども劇「曽我物語」 230,000

51 神奈川県 茅ヶ崎市 特定非営利法人香道と日本の雅文化会 初めてのお香とみやび 431,000

52 神奈川県 秦野市 秦野・堀川地区伝統文化いけばな親子教室 秦野・堀川地区伝統文化いけばな親子教室 166,000

53 神奈川県 厚木市 厚木市伝統文化こども教室実行委員会 伝統文化こども茶道・いけばな教室 253,000

54 神奈川県 厚木市 厚木市伝統文化睦合こども教室実行委員会 伝統文化睦合こどもいけばな・茶道教室 333,000

55 神奈川県 大和市 桜丘地区伝統文化いけばな親子教室 桜丘地区伝統文化いけばな親子教室 258,000

56 神奈川県 大和市 大和市伝統文化伝承事業実行委員会
大和市伝統文化体験・発表事業「やまと子ども伝統文化
塾」

神奈川県 大和市 大和茶道会 子ども茶道教室 229,000

神奈川県 大和市 大和市古典芸能を楽しむ会 古典芸能楽子ども教室 415,000

神奈川県 大和市 さがみ野かるた会 百人一首競技かるた塾 204,000

神奈川県 大和市 桂楓会 ジュニアいけばな教室 431,000

神奈川県 大和市 大和三曲協会 筝・尺八体験教室 431,000

神奈川県 大和市 おどりのわ ジュニア日本舞踊教室 365,000

神奈川県 大和市 大和琵琶樂剣志詩舞道会 琵琶・吟舞体験教室 431,000

神奈川県 大和市 大和詩吟連盟
親子詩吟体験教室（シリウス）
親子詩吟体験教室（しんちゃんハウス教室）

363,000

神奈川県 大和市 清蒲書道会 子ども書道教室 263,000

神奈川県 大和市 大和市雅楽協会 雅楽体験教室 338,000

57 神奈川県 伊勢原市 大山能楽社保存会 大山能狂言親子教室 345,000

58 神奈川県 海老名市 しばざくら会 海老名親子生け花教室 207,000

59 神奈川県 海老名市
海老名伝統文化子供教室
実行委員会

海老名伝統文化子供教室 258,000

60 神奈川県 海老名市 大谷伝統文化生花教室 大谷伝統文化生花教室 159,000

61 神奈川県 座間市 座間市三曲協会 座間市邦楽（箏・三味線）体験教室 314,000

62 神奈川県 南足柄市 南足柄日本舞踊連盟 日本舞踊親子教室足柄塾 245,000

63 神奈川県 綾瀬市 あやせ伝統文化いけ花親子教室 あやせ伝統文化いけ花親子教室 289,000

64 神奈川県 二宮町 いけばなりんどう教室 二宮地区伝統文化いけばなりんどう教室 235,000

65 神奈川県 二宮町 二宮地区いけばなこども教室 二宮地区いけばなこども教室 345,000
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66 神奈川県 中井町 イキイキいけばな会 イキイキいけばな会 258,000

67 神奈川県 愛川町 愛川清流太鼓 和太鼓親子教室 258,000


