
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 奈良県 奈良市 和文化芸術振興会 百人一首で遊ぼう！ 302,000

2 奈良県 奈良市 公益財団法人お香の会 日本の文化を学ぼう「伝統文化親子香道教室」 345,000 9150005007918

3 奈良県 奈良市 奈良民舞の会 子ども太鼓「秋篠」太鼓・民舞教室 345,000

4 奈良県 奈良市 佐保川能楽教室 佐保川能楽教室 302,000

5 奈良県 奈良市 奈良市伝統文化親子茶道教室 奈良市伝統文化親子茶道教室 358,000

6 奈良県 奈良市 奈良市伝統文化春日親子いけ花教室 奈良市伝統文化春日親子いけ花教室 375,000

7 奈良県 奈良市 日本現代作法会　奈良支部 伝統文化こども作法教室 363,000

8 奈良県 奈良市 SOPHIA CHA-DOU CLUB SOPHIA CHA-DOU CLUB　親と子の茶道教室 258,000

9 奈良県 奈良市 若草こども狂言を育てる会 若草こども狂言教室 327,000

10 奈良県 奈良市 奈良子ども将棋会 奈良　親子将棋教室 90,000

11 奈良県 奈良市 つぼみ会 こども日本舞踊教室 302,000

12 奈良県 大和郡山市 大和郡山子供わくわく教室実行委員会 大和郡山子供わくわく教室 431,000

13 奈良県 大和郡山市 郡山八幡神社子供神楽会 子供神楽教室 258,000

14 奈良県 大和郡山市 華粋会実行委員会 華粋伝統文化親子教室

奈良県 大和郡山市 翠月会 華粋伝統文化親子教室 410,000

奈良県 大和郡山市 凛の会 華粋伝統文化親子教室 383,000

奈良県 大和郡山市 華月会 華粋伝統文化親子教室 380,000

15 奈良県 天理市 井戸堂百人一首クラブ 井戸堂百人一首教室 258,000

16 奈良県 天理市 天理能楽教室 天理能楽教室 302,000

17 奈良県 天理市 山の辺こども能楽教室 山の辺こども能楽教室 302,000

18 奈良県 天理市 天理能楽お囃子教室 天理能楽お囃子教室 258,000

19 奈良県 天理市 山の辺お囃子教室 山の辺お囃子教室 258,000

20 奈良県 天理市 前栽百人一首教室 前栽百人一首教室 302,000

21 奈良県 天理市 天理百人一首教室 天理百人一首教室 302,000

22 奈良県 天理市 天理市伝統文化わくわく実行委員会 天理市伝統文化わくわく教室 345,000

23 奈良県 橿原市 橿原百人一首教室 橿原百人一首教室 258,000

24 奈良県 橿原市 うさみみ会 伝統体験　お箏編 258,000

25 奈良県 御所市 御所子供わくわく教室実行委員会 御所子供わくわく教室 258,000

26 奈良県 御所市 奈良葛城楽所雅遊会 九品寺雅楽こども教室 345,000

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



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

27 奈良県 生駒市 日本現代作法会　生駒支部 伝統文化こども作法教室 360,000

28 奈良県 生駒市 大和いこまっこ狂言クラブ 大和いこまっこ狂言クラブ 258,000

29 奈良県 宇陀市 うだ子ども能楽教室 うだ子ども能楽教室 258,000

30 奈良県 宇陀市 和太鼓　奏 子ども和太鼓教室 411,000

31 奈良県 宇陀市 詩舞きょう風会 詩舞 307,000

32 奈良県 宇陀市 宇陀百人一首教室 宇陀百人一首教室 258,000

33 奈良県 山添村 山添村わらべうた保存会 山添村わらべうた保存会 126,000

34 奈良県 山添村 山添村御殿万歳保存会 御殿万歳こども教室 33,000

35 奈良県 山添村 やまぞえ書を楽しむ会 やまぞえ書を楽しむ会 129,000

36 奈良県 平群町 一般社団法人くまがしクラブ 平群伝統文化「Reiwa-2育成プロジェクト」 431,000 3150005008921

37 奈良県 川西町 川西町子ども会連合会 囲碁親子教室 300,000

38 奈良県 田原本町 伝統文化を次世代へつたえる会 みんなで楽しく！子ども能楽教室 302,000

39 奈良県 田原本町 伝統文化を次世代へつたえる会 ステップアップ！子ども能楽教室 302,000

40 奈良県 王寺町 王寺町伝統文化子ども落語教室実行委員会 王寺町伝統文化子ども落語教室 327,000

41 奈良県 王寺町 王寺町伝統文化子ども茶道教室実行委員会 王寺町伝統文化子ども茶道教室 216,000

42 奈良県 王寺町 王寺町伝統文化子ども華道教室実行委員会 王寺町伝統文化子ども華道教室 319,000

43 奈良県 王寺町 王寺町伝統文化雅楽親子教室実行委員会 王寺町伝統文化雅楽親子教室 431,000

44 奈良県 王寺町 王寺町伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 王寺町伝統文化和装礼法親子教室 429,000

45 奈良県 王寺町 九雀チルド連 王寺町落語・お囃子教室 352,000

46 奈良県 河合町 琴・三弦教室　菊恵美会 こども箏曲教室 258,000


