
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 大阪府 大阪市 日本将棋連盟いろは支部 伝統文化いろは将棋教室 431,000

2 大阪府 大阪市 住之江区伝統芸能の会 日本舞踊親子教室 302,000

3 大阪府 大阪市 すみよし反橋能実行委員会 能楽・小鼓こども教室 302,000

4 大阪府 大阪市 能楽四人囃子 すみよし能楽教室 302,000

5 大阪府 大阪市 特定非営利活動法人　和文化伝承協会 日本で遊ぼう！ 302,000 4120005008287

6 大阪府 大阪市 伝統芸能を頑張る子供を応援する会 日本舞踊・着付け帯結び体験教室 249,000

7 大阪府 大阪市 粉浜校下子ども会育成連合協議会 伝統文化子どもみこし教室 431,000

8 大阪府 大阪市 和を楽しむ会 和を楽しもう！（東部） 327,000

9 大阪府 大阪市 和奏の会 和を楽しもう！（中部） 327,000

10 大阪府 大阪市 中央区伝統芸能の会 日本舞踊親子教室 302,000

11 大阪府 大阪市 西区伝統芸能の会 日本舞踊親子教室 302,000

12 大阪府 大阪市 くれない座 てんまてんじん能楽塾 302,000

13 大阪府 大阪市 さくら花育の会 生け花教室・将棋教室 431,000

14 大阪府 大阪市 大阪将棋普及実行委員会 大阪将棋普及実行委員会 345,000

15 大阪府 大阪市
十三地区伝統文化いけばな親子教室実行委員
会

伝統文化いけばなこども教室（十三地区） 345,000

16 大阪府 大阪市
淀川地区伝統文化いけばな親子教室実行委員
会

伝統文化いけばなこども教室（淀川地区） 345,000

17 大阪府 大阪市 北中道クラブ 北中道和太鼓クラブ「飛童」 258,000

18 大阪府 大阪市 大阪市古市和装礼法きもの教室 大阪市古市伝統文化和装礼法親子教室 258,000

19 大阪府 大阪市 関西能楽研究会 東淀川能楽教室 302,000

20 大阪府 大阪市 平野町能楽教室 こども能楽教室 258,000

21 大阪府 大阪市 日本囲碁の会 日本囲碁の会 431,000

22 大阪府 大阪市
大阪中央地区伝統文化いけばなこども教室実行
委員会

大阪中央地区伝統文化いけばなこども教室 345,000

23 大阪府 大阪市 認定非営利活動法人　大阪府高齢者大学校
生活文化（おり紙・手まり、おり染め、磁石、紙工作）の
親子体験教室

289,000

24 大阪府 大阪市 子ども全交大阪市獅子舞クラブ 大阪市獅子舞クラブ 256,000

25 大阪府 大阪市 狂言こども教室実行委員会 狂言おやこ教室 345,000

26 大阪府 大阪市 特定非営利活動法人　緑・ふれあいの家 放課後教室「みどりいきいき学習親子交流会」 317,000 4120005015837

27 大阪府 大阪市 焼野いきいき学習親子教室実行委員会 焼野いきいき学習親子教室 216,000

28 大阪府 大阪市 鶴見南いきいき学習親子教室実行委員会 鶴見南いきいき学習親子教室 231,000

29 大阪府 大阪市 大阪ひまわり伝統文化の会 大阪ひまわり伝統文化の会 431,000
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30 大阪府 大阪市 大阪祭り衆鼓組 大阪祭り衆鼓組 388,000

31 大阪府 大阪市 関西伝統文化囲碁の会 関西伝統文化囲碁の会 431,000

32 大阪府 大阪市 都島能楽塾 都島こども能楽教室 302,000

33 大阪府 大阪市 東成能楽隊 こども仕舞・謡教室 258,000

34 大阪府 大阪市
いけばな小原流旭地区伝統文化こども教室実行
委員会

旭地区伝統文化いけばな親子教室 258,000

35 大阪府 大阪市 能楽道場 文の里こども能楽教室 258,000

36 大阪府 大阪市 百年長屋狂言教室 ながやで狂言 258,000

37 大阪府 大阪市 玉出子ども会 太鼓、踊り、音頭教室 413,000

38 大阪府 大阪市 能楽普及座 能楽・仕舞親子教室 345,000

39 大阪府 大阪市 天鼓の集い 能楽・大鼓親子教室 302,000

40 大阪府 堺市 花洸会 堺市日本舞踊子供教室 302,000

41 大阪府 堺市
堺市中区伝統文化和装礼法親子教室実行委員
会

堺市中区伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 388,000

42 大阪府 堺市 箏教室わーおんクラブ 伝統文化（箏）親子教室 431,000

43 大阪府 堺市 琴・三絃・尺八教室 金岡子どもお琴教室 258,000

44 大阪府 堺市 「よく見よう郷土堺」の会 「よく見よう郷土堺」の会　木材と花 317,000

45 大阪府 堺市 正風未生会わかばいけばな教室実行委員会 わかばいけばな教室 431,000

46 大阪府 堺市 堺市邦楽協会 伝統文化箏親子教室 302,000

47 大阪府 堺市 津久野将棋クラブ 津久野将棋親子教室 327,000

48 大阪府 堺市 伝統文化こども教室いけばな茶道実行委員会 金岡町いけばな茶道こども教室 345,000

49 大阪府 堺市
堺市南区伝統文化和装礼法親子教室実行委員
会

堺市南区伝統文化和装礼法親子教室 345,000

50 大阪府 豊中市 日本現代作法会大阪支部 伝統文化こども作法教室 332,000

51 大阪府 豊中市 和文化振興協会 豊中こども能楽教室 302,000

52 大阪府 豊中市 とよなか雅楽倶楽部 豊中こども雅楽教室 258,000

53 大阪府 豊中市 豊中こども能楽塾 能楽・仕舞こども教室 302,000

54 大阪府 豊中市 次世代に作法を伝える会　北摂支部 子どもおさほう教室 431,000

55 大阪府 豊中市 豊中市上新田装道和装礼法きもの教室 豊中市上新田伝統文化和装礼法親子教室 302,000

56 大阪府 池田市 特定非営利活動法人　関西コミュニティ協会 子ども能教室 255,000 3120905004527

57 大阪府 池田市 池田こども能楽クラブ こども能楽教室　仕舞・太鼓 302,000

58 大阪府 池田市 池田能管クラブ 能楽笛こども教室 258,000

59 大阪府 池田市 呉羽の里狂言クラブ 呉羽の里こども狂言クラブ 258,000
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60 大阪府 吹田市 茶ちゃChaの会 伝統文化親子茶道教室 302,000

61 大阪府 吹田市
吹三地区伝統文化いけばな親子教室実行委員
会

吹三地区いけばな親子教室 258,000

62 大阪府 吹田市 吹田市茶花道会 こども茶道教室 388,000

63 大阪府 吹田市 吹田市装道和装礼法きもの教室 吹田市伝統文化和装礼法親子教室 302,000

64 大阪府 吹田市
吹田地区伝統文化いけばな親子教室実行委員
会

吹田地区伝統文化いけばな親子教室 256,000

65 大阪府 泉大津市 泉大津日本舞踊の会 日本舞踊親子教室 431,000

66 大阪府 泉大津市 泉大津市浜街道狂言教室 浜街道親子狂言教室 258,000

67 大阪府 高槻市 梅田能楽倶楽部 こども能楽教室 302,000

68 大阪府 高槻市 伝統文化いけばな子ども教室 伝統文化いけばな子ども教室 84,000

69 大阪府 高槻市 えん（邦楽普及団体） 伝統文化お琴三味線体験教室 405,000

70 大阪府 高槻市 たかつき能楽に親しむ会 ちびっ子連吟・仕舞隊 258,000

71 大阪府 枚方市 伝統文化北山親子茶道教室 伝統文化北山親子茶道教室 356,000

72 大阪府 枚方市 伝統文化北山親子いけ花教室 伝統文化北山親子いけ花教室 375,000

73 大阪府 枚方市 楠葉伝統文化いけばな親子教室 楠葉伝統文化いけばな親子教室 116,000

74 大阪府 枚方市 ひらかた狂言倶楽部 ひらかた狂言倶楽部 258,000

75 大阪府 茨木市 いけばな小原流茨木地区伝統文化親子教室 いけばな小原流茨木地区伝統文化親子教室 431,000

76 大阪府 茨木市 茨木市茶華道彩都はじめ会 彩都伝統文化こども教室 345,000

77 大阪府 茨木市 伝統文化茶道裏千家子供教室 伝統文化茶道子供教室 63,000

78 大阪府 八尾市 子ども河内太鼓 子ども河内太鼓親子教室 282,000

79 大阪府 泉佐野市 大木地区伝統文化保存会 大木地区伝統文化伝承教室 431,000

80 大阪府 泉佐野市 泉佐野子ども百人一首（ブルーウイングス） 泉佐野子ども百人一首 345,000

81 大阪府 富田林市 富田林市伝統文化こども茶華道教室実行委員会 富田林市伝統文化こども華道・茶道教室 345,000

82 大阪府 富田林市 地車愛好会　河秋会 富田林市伝統文化こども仁輪伽教室 302,000

83 大阪府 寝屋川市 和・輪・WA　こども日本舞踊教室 伝統文化こども日本舞踊教室 258,000

84 大阪府 寝屋川市 寝屋川囲碁将棋街づくりの会 囲碁将棋親子教室 345,000

85 大阪府 河内長野市 小山田桃美道場 親子剣道教室 258,000

86 大阪府 河内長野市
大阪府河内長野市伝統文化和装礼法親子教室
実行委員会

河内長野市伝統文化和装礼法親子教室 284,000

87 大阪府 河内長野市 玉舟会 和文化を楽しむ！ 435,000

88 大阪府 河内長野市 河内長野いけばな親子教室 河内長野いけばな親子教室 230,000

89 大阪府 松原市 華・遊びの会 華道・茶道親子教室 398,000
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90 大阪府 大東市 野崎第一こども会育成会 南條太鼓親子教室 431,000

91 大阪府 大東市
いけばな小原流　大東市中央地区伝統文化こど
も教室実行委員会

大東市　中央地区いけばなワクワク教室 431,000

92 大阪府 大東市 ムラサキの会 「日本の文化を知る」大東親子教室 220,000

93 大阪府 大東市 中垣内こども会育成会 須波麻太鼓親子教室 140,000

94 大阪府 大東市 住道第一ブロックこども育成会 住道第一ブロックこども育成会　茶華道教室 251,000

95 大阪府 大東市 押廻地車保存会 押廻地車保存会　太鼓教室 105,000

96 大阪府 和泉市 五色百人一首サークルきりんの会 和泉五色百人一首教室 422,000

97 大阪府 和泉市 南横山笹踊り保存会 南横山伝統文化教室 388,000

98 大阪府 和泉市 和泉狂言研究所 和泉狂言教室 302,000

99 大阪府 和泉市 TOSS大阪天馬 いずみのくに伝統文化子ども教室 345,000

100 大阪府 和泉市 泉州信太山盆踊り保存会 信太山盆踊り継承事業 285,000

101 大阪府 柏原市 上市祭り委員会 祭り囃子継承事業 431,000

102 大阪府 柏原市 次世代に作法を伝える会 子どもおさほう教室 302,000

103 大阪府 柏原市 柏原市伝統文化教室実行委員会 柏原市伝統文化教室事業 394,000

104 大阪府 東大阪市 朱邦の会 日本舞踊親子教室 253,000

105 大阪府 東大阪市 和文化の会 和を楽しもう!(東大阪) 336,000

106 大阪府 東大阪市 山村若佐紀上方舞研究会 子ども上方舞教室 250,000

107 大阪府 東大阪市 加納文化伝統保存会 獅子神楽・祭り囃子親子体験教室 345,000

108 大阪府 東大阪市 角田地車保存会 祭り囃子継承事業 345,000

109 大阪府 東大阪市 古箕輪地車曳行会 祭り囃子親子体験教室 388,000

110 大阪府 東大阪市 川田郷土芸能保存会 獅子神楽・祭り囃子継承事業 302,000

111 大阪府 東大阪市 今米自治会 祭りばやしの親子体験教室 302,000

112 大阪府 東大阪市 玉美校区茶道教室同好会 玉美校区茶道教室同好会 60,000

113 大阪府 東大阪市 吉原伝統文化保存継承委員会 吉原伝統文化保存継承委員会 379,000

114 大阪府 泉南市 泉南市文化協会 伝統文化こども教室 258,000

115 大阪府 四條畷市 特定非営利活動法人まほろば剣道教室 日本剣道形親子教室 431,000 6122005003480

116 大阪府 交野市 沢井箏曲院関西支部交野 伝統文化交野筝曲こども教室 302,000

117 大阪府 大阪狭山市 らくらく囲碁の会 「らくらく囲碁」の会 431,000

118 大阪府 阪南市 朝日町笛太鼓教室 朝日町笛太鼓教室 345,000

119 大阪府 阪南市 尾崎宮本町笛太鼓教室 尾崎宮本町笛太鼓教室 363,000



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

120 大阪府 阪南市 皿田能実行委員会 皿田能能楽こども教室 378,000

121 大阪府 阪南市 相生町笛太鼓教室 相生町笛太鼓教室 431,000

122 大阪府 阪南市 箱作西笛太鼓教室 箱作西笛太鼓教室 242,000

123 大阪府 阪南市 自然田上組笛太鼓教室 自然田上組笛太鼓教室 396,000

124 大阪府 阪南市 自然田東組笛太鼓教室 自然田東組笛太鼓教室 396,000

125 大阪府 阪南市 自然田上東組笛太鼓教室 自然田上東組笛太鼓教室 396,000

126 大阪府 阪南市 新町笛太鼓教室 新町笛太鼓教室 340,000


