
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 長野県 長野市 松代いけばな子供教室 松代いけばな子供教室 215,000

2 長野県 長野市 香に関する和歌等を学ぶ会 やさしい香道親子教室 41,000

3 長野県 長野市 松代地区育成会剣道クラブ
松代地区育成会剣道クラブ　伝統文化・文化財保護活
動

129,000

4 長野県 長野市 朝陽地区伝統文化いけばな子供教室 朝陽地区伝統文化いけばな子供教室 60,000

5 長野県 長野市 長野市伝統文化子ども教室実行委員会 戸隠中社地区獅子神楽教室 258,000

6 長野県 長野市 北条神楽保存会 北条神楽保存会 258,000

7 長野県 長野市 華道家元池坊長野支部 伝統文化いけばなこども教室 69,000

8 長野県 長野市 寺尾少年剣道クラブ
夢、未来、希望を奏でて！　寺尾地区伝統文化親子剣
道教室

258,000

9 長野県 長野市 南堀神楽保存会 南堀神楽後継者育成事業 178,000

10 長野県 長野市 清野育成会剣道クラブ 剣道親子教室 345,000

11 長野県 長野市 青木島剣道少年団 青木島剣道親子教室 431,000

12 長野県 長野市 善光寺平神楽こども教室 善光寺平神楽こども教室 414,000

13 長野県 長野市 PASPORT PASPORT 百人一首教室 302,000

14 長野県 長野市 長野市日本舞踊連盟 長野市日本舞踊こども教室 345,000

15 長野県 松本市 伝統文化池坊親子いけばなの会 伝統文化池坊親子いけばなの会 175,000

16 長野県 松本市 和太鼓親子教室松本 和太鼓　親子教室 223,000

17 長野県 松本市 水仙の会 瑞松寺　こども生け花教室 220,000

18 長野県 松本市 松本市太鼓お囃子保存会 松本市太鼓お囃子　親子教室 345,000

19 長野県 松本市 浅間温泉火焔太鼓保存会 火焔太鼓子ども教室 300,000

20 長野県 松本市 松本地区伝統文化いけばな親子教室 伝統文化いけばな親子教室 431,000

21 長野県 松本市 松本市梓川地区伝統いけばなの会 こどもいけばな教室 92,000

22 長野県 松本市 キッズいけばな キッズいけばな教室 302,000

23 長野県 松本市 寿・花の会 寿地区生け花教室 133,000

24 長野県 松本市 松本市伝統文化こどもいけばな煎茶教室 こどもいけばな・煎茶教室 205,000

25 長野県 松本市 松本市日本舞踊連盟 松本市日本舞踊子供教室 388,000

26 長野県 松本市 中山子供太鼓教室 中山子供太鼓教室 431,000

27 長野県 松本市 松本市和装礼法着物教室実行委員会 きのも子供教室 165,000

28 長野県 松本市 日本将棋連盟　塩尻支部 空穂生家子ども教室 431,000

29 長野県 上田市
特定非営利活動法人うえだ総合型地域スポーツ
クラブユーエスシー

神川煌神太鼓親子太鼓教室 258,000 3100005004768

令和２年度　伝統文化親子教室事業（教室実施型） 2次審査合格事業一覧
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30 長野県 上田市 岡城夢太鼓 岡城夢太鼓親子教室 258,000

31 長野県 上田市 神科地区伝統文化親子教室 伝統文化親子教室 152,000

32 長野県 上田市 上田市和装礼法親子教室 上田市和装礼法親子教室 138,000

33 長野県 上田市 川西地区伝統文化いけばなこども教室 伝統文化いけばな親子教室 241,000

34 長野県 上田市 伝統文化いけばな教室・上田中央 伝統文化いけばな親子教室 386,000

35 長野県 岡谷市 小原流岡谷の会 伝統文化いけばなこども親子教室 394,000

36 長野県 飯田市 橋南まちづくり委員会 橋南伝統文化継承親子教室 248,000

37 長野県 飯田市 龍っ子の会 伝統文化親子事業教室 431,000

38 長野県 飯田市 羽場文化スポーツクラブ花のわ華道教室 花のわ華道教室 155,000

39 長野県 飯田市 飯田上郷いけばなこども教室 飯田上郷いけばなこども教室 91,000

40 長野県 飯田市 信州飯田岳風会 詩吟会　青少年部 431,000

41 長野県 諏訪市 観世流【子ども能楽教室】実行委員会 観世流【子ども能楽教室】 345,000

42 長野県 諏訪市 諏訪邦楽子ども教室 邦楽子ども教室 416,000

43 長野県 諏訪市 諏訪市日本舞踊連盟 諏訪市日本舞踊子ども教室 302,000

44 長野県 須坂市 上八町郷土芸能保存会 上八町太神楽・赤熊親子教室 284,000

45 長野県 須坂市 北信子ども初心者囲碁しょうぎ教室 北信子ども初心者囲碁しょうぎ教室 290,000

46 長野県 小諸市 小諸市日本舞踊連盟 小諸市日本舞踊子供教室 302,000

47 長野県 伊那市 小出太鼓育成会 小出太鼓育成会こども教室 357,000

48 長野県 伊那市 いけばな野溝社中 いけばな　野溝社中 129,000

49 長野県 伊那市 華道家元池坊伊那支部 伝統文化子どもいけ花教室 97,000

50 長野県 伊那市 伊那市総合型地域スポーツクラブ 未来につなぐ日本の文化 431,000

51 長野県 伊那市 日本棋院上伊那支部 い～な囲碁親子教室 193,000

52 長野県 伊那市 日本将棋連盟上伊那支部 親子将棋教室 345,000

53 長野県 伊那市 日本の音を未来に実行委員会 ジュニア和楽器(箏)講座 404,000

54 長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根郷土芸能保存振興会 ジュニア和楽器育成事業 267,000

55 長野県 茅野市 玉川地区子ども囲碁教室 玉川地区子ども囲碁教室 216,000

56 長野県 茅野市 茅野青樹会 kids能楽塾 431,000

57 長野県 塩尻市 いけばな伝統文化親子体験教室 いけばな伝統文化親子体験教室 258,000

58 長野県 塩尻市 塩尻市日本舞踊連盟 塩尻市日本舞踊子供教室 258,000

59 長野県 佐久市 喜寿の会 喜寿の会こども教室 258,000
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60 長野県 佐久市 望月小唄保存会 望月小唄・榊祭り横笛伝承教室 157,000

61 長野県 佐久市 伝統文化子ども書道教室 伝統文化子ども書道教室 258,000

62 長野県 佐久市 あさま邦楽子ども教室 邦楽箏子ども教室 258,000

63 長野県 千曲市 五加育成会剣道クラブ 五加地区剣道親子教室 302,000

64 長野県 千曲市 東部地区青少年育成会連絡協議会剣道部 東部地区青少年育成会連絡協議会剣道部 371,000

65 長野県 東御市 伝統文化いけばな教室・東御 伝統文化いけばな教室 383,000

66 長野県 安曇野市 穂高地区伝統文化いけばな親子教室 穂高地区伝統文化いけばな親子教室 377,000

67 長野県 安曇野市 豊科地区伝統文化いけばな親子教室 豊科地区伝統文化いけばな親子教室 369,000

68 長野県 安曇野市 みさと伝統文化こどもいけばな教室 みさと伝統文化こどもいけばな教室 152,000

69 長野県 安曇野市 安曇野市日本舞踊連盟 安曇野市日本舞踊子供教室 258,000

70 長野県 軽井沢町 伝統文化いけばな親子教室 伝統文化いけばな親子教室 181,000

71 長野県 下諏訪町 下諏訪伝統文化いけばな親子教室 伝統文化いけばな親子教室 374,000

72 長野県 箕輪町 箕輪邦楽子ども教室 邦楽琴子ども教室 258,000

73 長野県 箕輪町 みのわ太鼓保存会ジュニア 日本太鼓ジュニア教室 258,000

74 長野県 箕輪町 箕輪町地区伝統文化いけばな親子教室 箕輪町地区伝統文化いけばな親子教室 302,000

75 長野県 木曽町 木曽地区伝統文化いけばな親子教室 木曽地区伝統文化いけばな親子教室 258,000

76 長野県 信濃町
信濃町地区伝統文化いけばな親子教室実行委
員会

信濃町地区伝統文化いけばな親子教室 56,000


