
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 福岡県 北九州市 子ども邦楽　春の会 子ども邦楽　春の会 431,000

2 福岡県 北九州市 真鶴少年剣道教室 真鶴少年剣道教室 431,000

3 福岡県 北九州市 清水武道教室 清水武道教室 431,000

4 福岡県 北九州市
いけばな小原流折尾西地区伝統文化いけばなこ
ども教室実行委員会

折尾西市民センターこどもいけばな 110,000

5 福岡県 北九州市 北九州三曲協会 箏・三絃親子教室 302,000

6 福岡県 北九州市 未生流伝統文化いけばな子供教室実行委員会 伝統文化いけばな教室 431,000

7 福岡県 北九州市
いけばな小原流小倉北地区伝統文化いけばなこ
ども教室実行委員会

南丘市民センターいけばなこども教室 58,000

8 福岡県 北九州市 日本将棋連盟　北九州支部 長期休み子供将棋教室 431,000

9 福岡県 福岡市 博多舞姫太鼓（ジュニア部門） 和太鼓どんどこ童教室 258,000

10 福岡県 福岡市 東箱崎伝統文化百人一首教室実行委員会 東箱崎伝統文化百人一首教室 163,000

11 福岡県 福岡市 社会福祉法人福岡市保育協会 子ども生け花教室・茶道教室 128,000

12 福岡県 福岡市 博多おっしょい太鼓 ジュニア和太鼓教室 258,000

13 福岡県 福岡市 日本舞踊教室　明奈の会 日本舞踊教室 258,000

14 福岡県 福岡市 飯原太鼓同好会 飯原太鼓親子教室 258,000

15 福岡県 福岡市 遠州流茶道　福岡支部 福岡未来こども塾 388,000

16 福岡県 福岡市 NPO法人福博相伝の会 日本のこころと美しい礼法・作法 258,000 7290005013391

17 福岡県 福岡市 いきみなみこどもいけばな教室実行委員会 いきみなみこどもいけばな教室 170,000

18 福岡県 福岡市 博多っ子さくらの会 日本舞踊教室 278,000

19 福岡県 福岡市 能楽体験講座「箱崎教室」実行委員会 能楽体験講座「箱崎教室」 258,000

20 福岡県 福岡市 壱鼓館 子ども和太鼓教室 258,000

21 福岡県 福岡市 特定非営利活動法人デザイン都市・プロジェクト 令和2年度 松風園伝統文化こども教室 302,000 8290005003697

22 福岡県 福岡市 特定非営利活動法人Wing-Wing 博多伝統文化こども茶育教室 302,000 3290005015292

23 福岡県 福岡市 紅太鼓 紅太鼓 302,000

24 福岡県 福岡市
特定非営利活動法人アートマネージメントセン
ター福岡

お能DE楽しむ夏休み 302,000 9290005003762

25 福岡県 福岡市 日本将棋連盟玲瓏支部 別府子供将棋教室 431,000

26 福岡県 福岡市 日本棋院　九州本部 福岡囲碁会館　ヒカルの碁スクール 250,000

27 福岡県 福岡市 福岡県子ども囲碁普及会 福岡県子ども囲碁普及会 431,000

28 福岡県 久留米市 城島龍神太鼓 和太鼓親子教室 258,000

29 福岡県 久留米市 御井鼓舞組 和太鼓親子教室 345,000
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30 福岡県 久留米市 久留米いけばな文化振興会 こどもいけばな教室 388,000

31 福岡県 久留米市 海津三味線会 こども長唄三味線教室 302,000

32 福岡県 久留米市 特定非営利活動法人囲碁将棋育成会 囲碁親子教室 345,000

33 福岡県 久留米市 和の会 日吉こども茶道教室 345,000

34 福岡県 久留米市 きょうまち日本舞踊振興会 こども日本舞踊教室 327,000

35 福岡県 直方市 特定非営利活動法人直方川づくりの会 遠賀川水辺館茶道華道子ども教室 281,000 9290805006064

36 福岡県 飯塚市 かがり火太鼓 かがり火太鼓ジュニア教室 431,000

37 福岡県 飯塚市 茶道裏千家淡交会筑豊支部 飯塚市伝統文化茶道こども教室 86,000

38 福岡県 飯塚市 狂言を学ぶ友の会 伝統文化狂言教室 258,000

39 福岡県 飯塚市 飯塚本町宿場太鼓「龍王」 飯塚祇園太鼓親子教室 269,000

40 福岡県 飯塚市 雛謳会 伝統文化体験能（仕舞・謡）教室 258,000

41 福岡県 筑後市 筑後郁青会 筑後こども三味線教室 258,000

42 福岡県 豊前市 池坊ぶぜんこどもいけばな教室実行委員会 ぶぜんこどもいけばな教室 328,000

43 福岡県 小郡市 伝統文化実行委員会 小郡市伝統文化活性化事業

福岡県 小郡市 小郡祇園太鼓保存育成会 小郡祇園太鼓親子教室 345,000

福岡県 小郡市 小郡市古賀区こども囲碁教室 小郡市古賀区こども囲碁教室 258,000

福岡県 小郡市 小郡市伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 小郡市伝統文化和装礼法親子教室 302,000

44 福岡県 小郡市 伝統文化いけばなこども花の会 伝統文化いけばなこども教室 390,000

45 福岡県 筑紫野市 筑紫野市華道連盟 ちくしのこどもいけ花教室 144,000

46 福岡県 筑紫野市 子ども囲碁天満宮大会実行委員会 筑紫野親子囲碁教室 388,000

47 福岡県 筑紫野市 将棋グループ「歩」の会 将棋グループ「歩」の会親子将棋教室 45,000

48 福岡県 筑紫野市 つくし太鼓愛好会 つくし太鼓愛好会子ども和太鼓教室 345,000

49 福岡県 春日市 こどもいけ花教室このゆびとまれ 春日市いけ花親子教室 258,000

50 福岡県 春日市 伝統文化いけばなこども教室 伝統文化いけばなこども教室 162,000

51 福岡県 大野城市 日本将棋連盟　福岡支部 日本将棋連盟福岡支部「休日こども将棋教室」 431,000

52 福岡県 大野城市 大野城こども囲碁教室 大野城こども囲碁教室 327,000

53 福岡県 太宰府市 伝統文化国分っ子生花の会 伝統文化こども生花教室 129,000

54 福岡県 嘉麻市 いけばな一翠会 伝統文化いけばな親子教室 253,000

55 福岡県 糸島市 日本将棋連盟玲瓏支部 加布里子供将棋教室 431,000


