
令和３年度　伝統文化親子教室事業（教室実施型）採択一覧

NO.
都道府
県

市区町村 事業者名（団体名） 事業名（教室名） 採択額

1 愛知県 名古屋市 こども能楽教室　米野教室 こども能楽教室 350千円

2 愛知県 名古屋市 有松将棋教室 有松将棋教室 400千円

3 愛知県 名古屋市 一般財団法人　西川会 日本舞踊を踊りましょう 350千円

4 愛知県 名古屋市 千代が丘剣道教室 千代が丘剣道教室 333千円

5 愛知県 名古屋市 今枝子供書道教室 書道親子教室 600千円

6 愛知県 名古屋市 西川流役員会千種支部 日本舞踊を踊りましょう 400千円

7 愛知県 名古屋市 西川流役員会南地区支部 日本舞踊を踊りましょう 400千円

8 愛知県 名古屋市 名古屋市千種区筝曲明由の会 名古屋市千種区筝こども教室 600千円

9 愛知県 名古屋市 鳴子台剣道教室実行委員会 鳴子台剣道教室 370千円

10 愛知県 名古屋市 売茶流名古屋地区 煎茶道親子教室 300千円

11 愛知県 名古屋市 鯱っ子お箏教室 鯱っ子お箏教室 300千円

12 愛知県 名古屋市 中部こども囲碁普及会 夏休み　親と子どもの囲碁教室 350千円

13 愛知県 名古屋市 徳重将棋教室 徳重将棋教室 390千円

14 愛知県 名古屋市 なかよしいけ花親子教室 なかよしいけ花親子教室 300千円

15 愛知県 名古屋市 一般財団法人　能姫町財団
能ってなぁに？触れてみよう・習っ
てみよう！

340千円

16 愛知県 名古屋市 西川流役員会中区支部 日本舞踊を踊りましょう 300千円

17 愛知県 名古屋市 東丘剣道こども教室 東丘剣道こども教室 400千円

18 愛知県 名古屋市 筝曲龍音會 広路子ども筝曲教室 300千円

19 愛知県 名古屋市 西川流役員会名古屋港区支部 日本舞踊を踊りましょう 400千円

20 愛知県 名古屋市 鳴海将棋教室 鳴海将棋教室 200千円

21 愛知県 名古屋市 北辰神明流日本修道館 吟剣詩舞親子教室 500千円
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22 愛知県 名古屋市 西川流役員会瑞穂支部 日本舞踊を踊りましょう 300千円

23 愛知県 名古屋市 伝統文化　和心会 中村伝統文化親子教室 700千円

24 愛知県 名古屋市 八熊地区伝統文化いけばな親子教室 八熊地区伝統文化いけばな親子教室 350千円

25 愛知県 名古屋市
志段味地区伝統文化いけばな親子教
室

志段味地区伝統文化いけばな親子教
室

350千円

26 愛知県 名古屋市 なごや尺八こども教室実行委員会 なごや尺八こども教室 788千円

27 愛知県 名古屋市 伊勝伝統文化親子教室会 伊勝伝統文化いけばな教室 350千円

28 愛知県 名古屋市 三味線　咊胤 三味線親子教室 397千円

29 愛知県 名古屋市 西川流役員会名古屋市緑支部 日本舞踊を踊りましょう 350千円

30 愛知県 名古屋市 日本将棋連盟石川橋将棋教室支部
石川橋将棋教室におけるプロ棋士及
び将棋指導員による将棋指導

300千円

31 愛知県 名古屋市 西川流役員会名東支部 日本舞踊こども教室 350千円

32 愛知県 名古屋市
名古屋市千種区伝統文化和装礼法親
子教室実行委員会

名古屋市千種区伝統文化和装礼法親
子教室実行委員会

462千円

33 愛知県 名古屋市 西川流役員会東区支部 日本舞踊を踊りましょう 350千円

34 愛知県 名古屋市 一般社団法人社会福祉音楽推進会 こども太鼓教室 500千円

35 愛知県 名古屋市 天白子供お琴教室 天白子供お琴教室 300千円

36 愛知県 名古屋市 天白こども将棋教室 天白こども将棋教室 249千円

37 愛知県 名古屋市 矢田川伝統文化親子教室 矢田川伝統文化親子教室 400千円

38 愛知県 名古屋市
名古屋市緑区伝統文化和装礼法親子
教室実行委員会

名古屋市緑区伝統文化和装礼法親子
教室

158千円

39 愛知県 名古屋市
中京伝統文化こどもいけ花教室実行
委員会

中京伝統文化こどもいけ花教室 300千円

40 愛知県 名古屋市 徳重伝統文化親子教室会 徳重伝統文化親子教室会 350千円

41 愛知県 名古屋市 野田伝統文化親子教室会 野田伝統文化茶道・華道教室 300千円

42 愛知県 名古屋市 特定非営利活動法人むすめかぶき 子どもと伝統芸能 300千円
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43 愛知県 名古屋市 一般社団法人石田流華道会 伝統文化こどもいけばな教室 500千円

44 愛知県 名古屋市
名古屋市守山区伝統文化和装礼法親
子教室実行委員会

名古屋市守山区伝統文化和装礼法親
子教室

291千円

45 愛知県 名古屋市 「伝統の音と舞」実行委員会 伝統文化親子長唄教室 600千円

46 愛知県 名古屋市 雛会 踊りましょう謡いましょう 300千円

47 愛知県 名古屋市 西川流役員会名古屋市中村支部 日本舞踊を踊りましょう 300千円

48 愛知県 名古屋市 杵彌会 日本の音楽・楽器を楽しもう 300千円

49 愛知県 名古屋市 和音の会 名古屋市西区筝こども教室 300千円

50 愛知県 名古屋市 華真会 若あゆの会 400千円

51 愛知県 名古屋市 きもの文化普及委員会 青少年親子きもの教室 650千円

52 愛知県 名古屋市 西川流役員会守山支部 日本舞踊を踊りましょう 350千円

53 愛知県 名古屋市 西川流役員会天白支部 日本舞踊を踊りましょう 300千円

54 愛知県 名古屋市 親子茶道・華道教室 こども茶道・華道教室 158千円

55 愛知県 名古屋市 おもだか会 楽しく日本舞踊 300千円

56 愛知県 名古屋市 かさねの会中川支部 日本舞踊を踊りましょう 300千円

57 愛知県 名古屋市 かさねの会 日本舞踊を踊りましょう 300千円

58 愛知県 豊橋市 豊橋ふれあい子ども将棋教室 豊橋親子ふれあい将棋教室 400千円

59 愛知県 豊橋市 豊橋市伝統文化子供教室 豊橋市伝統文化子供教室 400千円

60 愛知県 豊橋市 東海能楽研究会豊橋支部 伝統文化こども能楽教室 300千円

61 愛知県 豊橋市 公益財団法人豊橋文化振興財団
伝統文化こども教室　箏曲の部・日
本舞踊の部・剣詩舞の部

498千円

62 愛知県 豊橋市
豊橋市松山いけばな子供教室実行委
員会

豊橋市松山伝統文化子供教室 400千円

63 愛知県 豊橋市 和をたしなむ会なごみ 和をたしなむ子ども教室 500千円
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64 愛知県 岡崎市 岡崎ふれあい囲碁こども教室 岡崎ふれあい囲碁こども教室 154千円

65 愛知県 岡崎市 西川流役員会岡崎支部 日本舞踊をおどりましょう 400千円

66 愛知県 岡崎市 西川流役員会岡崎美合支部 日本舞踊をおどりましょう 400千円

67 愛知県 岡崎市 西川流役員会岡崎額田支部 日本舞踊を踊りましょう 300千円

68 愛知県 岡崎市 岡崎太鼓「竜城-TATSUKI-」 岡崎和太鼓体験講座 400千円

69 愛知県 一宮市 木曽川町剣道連盟 木曽川町剣道親子教室 408千円

70 愛知県 一宮市 西川流役員会一宮支部 日本舞踊を踊りましょう 400千円

71 愛知県 一宮市 木曽川茶道クラブ 木曽川親子茶道教室 300千円

72 愛知県 一宮市 尾張一宮親子将棋教室 尾張一宮親子将棋教室 500千円

73 愛知県 一宮市 特定非営利活動法人　旭雅楽会 親子舞楽教室 300千円

74 愛知県 一宮市
和邦会「一宮市伝統文化琴こども教
室」実行委員会

「一宮市伝統文化琴親子教室」実行
委員会

350千円

75 愛知県 一宮市 石田尾張一宮支部 伝統文化親子いけ花一宮中教室 350千円

76 愛知県 一宮市 島文楽保存会 文楽教室 300千円

77 愛知県 瀬戸市
瀬戸市伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

瀬戸市伝統文化和装礼法親子教室 350千円

78 愛知県 瀬戸市 石田流瀬戸支部 いけばな、茶道体験教室 224千円

79 愛知県 瀬戸市 瀬戸子供太鼓こまいぬ座 瀬戸子供太鼓教室 400千円

80 愛知県 半田市
半田市伝統文化親子体験教室実行委
員会

半田市伝統文化親子体験教室 297千円

81 愛知県 半田市
半田市伝統文化華道・茶道子ども教
室実行委員会

伝統文化お花お茶子ども教室 354千円

82 愛知県 半田市 西川流　秀菊会 伝統文化おやこ日本舞踊教室 350千円

83 愛知県 半田市 ひな桜会 日本舞踊教室 350千円

84 愛知県 半田市 子どもバレエ白鳥の会 半田市民盆踊り親子教室 395千円
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85 愛知県 半田市 上半田南組囃方保存会 上半田南組囃方教室 350千円

86 愛知県 半田市 上半田南組三番叟囃子保存会 上半田南組三番叟囃子教室 400千円

87 愛知県 半田市 平井組保存会 神明車囃子教室 500千円

88 愛知県 半田市 成岩第三区北地区 成岩南組囃子教室 300千円

89 愛知県 半田市 成岩第三区東地区神楽保存会 成岩第三区東地区神楽・囃子教室 350千円

90 愛知県 半田市 協和車西組保存会 協和車西組囃子教室 350千円

91 愛知県 半田市 西地区神楽保存会 西地区神楽保存会　囃教室 400千円

92 愛知県 半田市 日役組 神力車囃子教室 224千円

93 愛知県 春日井市
春日井市伝統文化和装礼法親子教室
実行委員会

春日井市伝統文化和装礼法親子教室 350千円

94 愛知県 春日井市 西川流西川好風会
子供教室「日本舞踊を踊りましょ
う」

300千円

95 愛知県 春日井市 石田流春日井支部 親子いけばな春日井教室 254千円

96 愛知県 春日井市 宗家藤間流日本舞踊藤楊會 チャレンジ日本舞踊キッズ教室 400千円

97 愛知県 春日井市 西川流　よし乃会
おどりであそぼう～日本舞踊をお
どってみよう～

300千円

98 愛知県 春日井市 よし美会 日本舞踊　体験教室 500千円

99 愛知県 津島市 日本舞踊工藤流津島支部錬成会 親子のおどり津島教室 300千円

100 愛知県 津島市 西川流役員会　愛知県津島支部 日本舞踊を踊りましょう 300千円

101 愛知県 津島市 筝曲会 お筝の教室 350千円

102 愛知県 碧南市 大浜熊野大神社神楽部 下区大浜熊野大神社神楽親子教室 196千円

103 愛知県 碧南市 西川流役員会半田支部 日本舞踊こども教室 300千円

104 愛知県 刈谷市 刈谷伝統文化こども教室 刈谷伝統文化こども教室 330千円

105 愛知県 刈谷市 東刈谷剣道教室 東刈谷剣道教室 500千円
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106 愛知県 豊田市 いけばなスペース豊田支部 伝統文化親子いけばな教室事業 400千円

107 愛知県 豊田市 日本将棋連盟豊田けやき支部 将棋であそぼう会 447千円

108 愛知県 豊田市 朝日丘将棋クラブ 朝日丘子供将棋教室 350千円

109 愛知県 豊田市
豊田市小学校地域学校共働本部「土
曜実践校」の会

豊田市小学校地域学校共働本部「土
曜学習実践校」の会

500千円

110 愛知県 豊田市
豊田市土橋小学校地域学校共働本部
「土曜学習」事業部

豊田市土橋小学校地域学校共働本部
「土曜学習」事業部

500千円

111 愛知県 豊田市 西川流役員会豊田支部 日本舞踊子供教室 350千円

112 愛知県 豊田市 広久手町太鼓クラブあいづまっ鼓 日本伝統文化和太鼓を伝承する会 391千円

113 愛知県 豊田市 豊田市尺八こども教室実行委員会 豊田市尺八こども教室 299千円

114 愛知県 豊田市 梅坪台こども茶道教室 梅坪台こども茶道教室 300千円

115 愛知県 豊田市 石野歌舞伎保存会 歌舞伎公演 350千円

116 愛知県 豊田市 公益財団法人豊田市文化振興財団 令和３年度　こども茶華道教室 235千円

- 愛知県 安城市
安城市伝統文化親子教室事業実行委
員会

安城市伝統文化親子教室事業 -

117 愛知県 安城市 古井町子ども神楽保存会 古井町子ども神楽保存会 348千円

118 愛知県 安城市 榎前町内会 榎前町三河万歳こども教室 201千円

119 愛知県 安城市 安城南和装礼法　こども教室 安城南和装礼法こども教室 400千円

120 愛知県 安城市 和泉神楽保存会 和泉神楽親子教室 200千円

121 愛知県 安城市 上条町神楽保存会 上条町神楽保存会 195千円

122 愛知県 安城市 高木神楽保存会 高木神楽保存会 182千円

123 愛知県 安城市 西尾神楽保存会 西尾神楽教室 400千円

124 愛知県 安城市 東端神楽保存会 東端神楽保存会 400千円

125 愛知県 安城市 小河神社神楽保存会 小河神社奉納神楽親子教室 350千円
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126 愛知県 安城市 柿碕町神楽保存会 柿碕町神楽親子教室 142千円

127 愛知県 安城市 西町囃子神楽保存会 西町囃子神楽親子教室 457千円

128 愛知県 西尾市 松木島八幡社ちりから囃子保存会 松木島ちりから囃子教室 400千円

129 愛知県 西尾市 弥月会 舞踊親子教室 340千円

130 愛知県 西尾市 西尾城址薪能実行委員会 西尾能楽こども教室 300千円

131 愛知県 西尾市 小野ヶ谷太鼓保存会 小野ヶ谷太鼓親子教室 300千円

132 愛知県 西尾市 青空太鼓保存会 西尾和太鼓教室 400千円

133 愛知県 蒲郡市 筝曲　三葉会 蒲郡市筝曲親子教室 269千円

134 愛知県 蒲郡市 蒲郡雅楽倶楽部 雅楽童舞（迦陵頻・胡蝶）の習得 320千円

135 愛知県 犬山市 犬山こども長唄クラブ 長唄・締太鼓親子教室 300千円

136 愛知県 犬山市 長唄・囃子・笛「藍ノ会」 長唄三味線・囃子・笛体験教室 300千円

137 愛知県 犬山市 西川流役員会愛知県犬山支部 日本舞踊を踊りましょう 300千円

138 愛知県 犬山市 愛知さくら和装礼法の会 愛知さくら和装礼法親子教室 300千円

139 愛知県 常滑市 坂井松尾神社警護保存会 お囃子練習教室 146千円

140 愛知県 常滑市 北条いけばなサークル 北条いけばなサークル 300千円

141 愛知県 常滑市 古場区囃子保存会 古場区囃子体験教室 400千円

142 愛知県 常滑市 大谷地区東部保存会 大谷奥條囃子体験教室 349千円

143 愛知県 常滑市 常滑地区伝統文化いけばな親子教室 常滑地区伝統文化いけばな親子教室 350千円

144 愛知県 常滑市 常磐車を守る会 市場常磐車伝統文化囃子教室 270千円

145 愛知県 常滑市 瀬木祭保存会 瀬木囃子親子教室 400千円

146 愛知県 常滑市 西寳車囃子保存会 西寳車囃子体験教室 295千円
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147 愛知県 常滑市 西川流秀菊会　常滑支部 はじめての日本舞踊おやこ教室 349千円

148 愛知県 常滑市
常滑多屋地区伝統文化いけばな親子
教室

常滑多屋地区伝統文化いけばな親子
教室

400千円

149 愛知県 常滑市
常滑市伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

常滑市伝統文化和装礼法親子教室 350千円

150 愛知県 常滑市 蒲池お囃子保存会 蒲池お囃子体験教室 210千円

151 愛知県 常滑市 樽水囃子保存会 樽水区囃子体験教室 400千円

152 愛知県 常滑市 大野子ども琴クラブ実行委員会 大野子ども琴クラブ 300千円

153 愛知県 常滑市 尾張大野梅榮車実行委員会 尾張大野梅榮車親子囃子教室 350千円

154 愛知県 江南市 西川流役員会江南支部 日本舞踊を踊りましょう 350千円

155 愛知県 江南市 茶事、懐石料理研究会 こども茶道教室 383千円

156 愛知県 江南市 ほてい将棋クラブ 江南市子ども将棋教室 400千円

- 愛知県 江南市 愛知筝曲親子教室事業実行委員会 愛知筝曲親子教室事業 -

157 愛知県 江南市 江南邦楽普及会 江南親子箏曲教室 300千円

158 愛知県 江南市 一宮邦楽普及会 一宮親子箏曲教室 300千円

159 愛知県 江南市 日進邦楽普及会 日進親子箏曲教室 800千円

160 愛知県 江南市 みよし筝曲普及会 みよし親子箏曲教室 800千円

161 愛知県 江南市 名古屋邦楽普及会 みずほ親子箏曲教室 800千円

162 愛知県 稲沢市 稲沢伝統文化こども教室実行委員会 お茶・お花伝統文化こども教室 294千円

163 愛知県 稲沢市 稲沢お・も・て・な・しの会
稲沢グローバルキッズ育成プログラ
ム

224千円

164 愛知県 稲沢市 山崎地蔵寺太鼓保存会 山崎地蔵寺太鼓子ども教室 201千円

165 愛知県 新城市 庭野子供歌舞伎育成会 庭野子供歌舞伎教室 231千円

- 愛知県 東海市 東海市伝統文化保存継承実行委員会 東海市の伝統文化親子教室事業 -
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166 愛知県 東海市 上名和祭りばやし保存会
上名和祭りばやし保存会　上名和祭
りばやし教室・上名和神楽舞教室

450千円

167 愛知県 東海市 南脇祭倶楽部 南脇祭倶楽部囃子教室 363千円

168 愛知県 東海市 横須賀祭り保存会
横須賀祭り保存会　横須賀祭り年少
組お囃子教室（本町組・北町組・公
通組・大門組）

500千円

169 愛知県 東海市 大田まつり保存会 お囃子教室 383千円

170 愛知県 東海市 緑陽銭太鼓倶楽部 緑陽銭太鼓倶楽部 97千円

171 愛知県 大府市 大府子ども歌舞伎実行委員会 大府子ども歌舞伎教室 350千円

172 愛知県 大府市 大府市こども囲碁クラブ 大府市こども囲碁クラブ 188千円

173 愛知県 知多市 知多市ジュニア囲碁クラブ 伝統文化親子囲碁教室 400千円

174 愛知県 知多市 知多市ジュニアかるたクラブ 伝統文化親子百人一首かるた教室 380千円

175 愛知県 知多市 八幡コミュニティ 祭囃子親子保存教室 450千円

176 愛知県 知立市 茶らら会 伝統文化親子教室「茶道」 300千円

177 愛知県 尾張旭市
愛知県尾張旭市無形民俗文化財検藤
流棒の手保存会

検藤流棒の手親子教室 450千円

178 愛知県 尾張旭市 尾張旭どうだん亭茶道親子教室 尾張旭どうだん亭茶道親子教室 400千円

179 愛知県 尾張旭市 あさひ乃会
「おどりで遊ぼう」日本舞踊尾張旭
教室

300千円

180 愛知県 豊明市
豊明市伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

豊明市伝統文化和装礼法親子教室 300千円

181 愛知県 豊明市 豊明囲碁クラブ 囲碁は楽しい（親子の手談） 190千円

182 愛知県 豊明市 将の会豊明支部 日本舞踊をおどりましょう 300千円

- 愛知県 日進市 愛知伝統文化実行委員会 実行委員会 -

183 愛知県 日進市 美緑会 みどり着付け親子教室 500千円

184 愛知県 日進市 美名東会 めいとう着付け親子教室 500千円

185 愛知県 日進市 美白会 てんぱく着付け親子教室 500千円

9 / 13



令和３年度　伝統文化親子教室事業（教室実施型）採択一覧

NO.
都道府
県

市区町村 事業者名（団体名） 事業名（教室名） 採択額

186 愛知県 日進市 着物遊友会 舞台衣裳をまなびましょう 500千円

187 愛知県 日進市 美寿会 日本舞踊こども教室 500千円

188 愛知県 日進市 花麗会 獅子舞を学ぼう 500千円

189 愛知県 日進市 伝統芸能伝承会 はじめての日本舞踊 500千円

190 愛知県 日進市 花伝会 はじめての能楽 500千円

191 愛知県 日進市 清名会 なごや子ども三味線教室 500千円

192 愛知県 日進市 日進書道会 にっしん書道教室 500千円

193 愛知県 日進市 岡崎書道会 おかざき書道教室 500千円

194 愛知県 日進市 名古屋書道会 なごや書道教室 500千円

195 愛知県 日進市 正拳旭会 尾張旭空手教室 500千円

196 愛知県 日進市 正拳一会 いちのみや空手教室 500千円

197 愛知県 日進市 正拳東会 とうごう空手教室 500千円

198 愛知県 日進市 正拳三会 名古屋こども空手教室 500千円

199 愛知県 日進市 太鼓の会 こども太鼓教室 500千円

200 愛知県 日進市 こども太鼓の会 名古屋こども太鼓教室 500千円

201 愛知県 日進市 花蝶会 歌舞伎こども教室 500千円

202 愛知県 日進市 花園会 歌舞伎に挑戦 500千円

203 愛知県 日進市 花梨会 なかがわ歌舞伎 500千円

204 愛知県 日進市 花扇会 なごや歌舞伎 500千円

205 愛知県 日進市 文化振興会 日本の和かつら学びましょう 500千円

206 愛知県 日進市 伝統芸能発展の会 雅楽子ども教室 500千円
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207 愛知県 日進市 清美会 なごやお筝教室 500千円

208 愛知県 日進市 花澄会 日進市着付け親子教室 500千円

209 愛知県 日進市 西川流役員会日進支部
こども教室「日本舞踊をおどりま
しょう」

400千円

210 愛知県 愛西市 雅の会 和箏にふれる会 600千円

211 愛知県 愛西市 茂と裕会 親子で楽しむ日本舞踊教室 700千円

212 愛知県 愛西市 木曽川子ども狂言クラブ 子ども狂言プロジェクト 350千円

213 愛知県 弥富市 弥富伝統文化親子教室会 伝統文化親子華道・茶道弥富教室 350千円

214 愛知県 みよし市 三好上山車保存会 祭囃子伝承事業 500千円

215 愛知県 みよし市 みよしお琴教室 みよしお琴教室 300千円

216 愛知県 みよし市 西川流役員会三好支部 日本舞踊をおどりましょう 300千円

217 愛知県 みよし市 みよし猿投古窯研究会 猿投古窯作陶技術の普及・伝承 85千円

218 愛知県 あま市 西川流役員会愛知県甚目寺支部 日本舞踊を踊りましょう 300千円

219 愛知県 長久手市 西川流役員会長久手・尾張旭支部 日本舞踊を踊りましょう 450千円

220 愛知県 長久手市 長久手市伝統文化和装礼法の会 長久手市伝統文化和装礼法親子教室 248千円

221 愛知県 長久手市 長久手将棋教室 長久手親子将棋教室 270千円

222 愛知県 東郷町 東郷音頭保存会
東郷音頭・東郷小唄「親子・子ども
教室」

500千円

223 愛知県 東郷町
東郷町無形民俗文化財諸輪棒の手保
存会

東郷町無形民俗文化財諸輪棒の手保
存会　伝統文化親子教室

450千円

224 愛知県 東郷町 諸輪伝統文化祭囃子保存会 諸輪伝統文化囃子太鼓親子教室 400千円

225 愛知県 東郷町 将の会 日本舞踊をおどりましょう 300千円

226 愛知県 東郷町 御岳和太鼓 御岳和太鼓伝統文化親子教室 141千円

227 愛知県 東郷町 東郷町伝統文化琴子ども教室 東郷町伝統文化琴子ども教室 350千円
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228 愛知県 東郷町 和合ケ丘祭り太鼓　以鼓舞 和合ケ丘太鼓教室 237千円

229 愛知県 東郷町 東郷伝統文化詩吟親子教室 東郷伝統文化詩吟親子教室 300千円

230 愛知県 東郷町 東郷町文化協会陶芸クラブ
東郷町文化協会陶芸クラブ「親子・
子供教室」

300千円

231 愛知県 豊山町 伝統文化豊山親子いけばな体験教室 伝統文化豊山親子いけばな体験教室 300千円

232 愛知県 大口町 西川流役員会大口支部 日本舞踊を踊りましょう 350千円

233 愛知県 蟹江町 紀和会
日本舞踊子供教室「日本舞踊をおど
りましょう」

300千円

234 愛知県 阿久比町 宮津南社山車保存会
阿久比町宮津南社お囃子及び三番叟
教室

350千円

235 愛知県 阿久比町 坂部お囃子・浦安の舞保存会 坂部お囃子・浦安の舞保存会 350千円

236 愛知県 阿久比町 宮津団地菊保存会 宮津団地菊保存会 185千円

237 愛知県 阿久比町 植いさみ会 植いさみ会親子教室 250千円

238 愛知県 阿久比町 阿久比お箏を楽しむ会 阿久比伝統文化　子どもお箏教室 350千円

239 愛知県 阿久比町 宮津北組囃子保存会
阿久比町宮津北組囃子及び三番叟・
からくり人形教室

300千円

240 愛知県 東浦町 寿々帆の会東浦支部 日本舞踊をおどりましょう 300千円

241 愛知県 武豊町
武豊町伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

武豊町伝統文化和装礼法親子教室 256千円

242 愛知県 武豊町 武豊伝統文化子供茶道教室 武豊伝統文化子供茶道教室 300千円

243 愛知県 武豊町 小迎区鳳凰車保存会 小迎区鳳凰車囃子教室 300千円

244 愛知県 武豊町 冨貴区祭礼保存会 冨貴区祭り囃子伝承事業 300千円

245 愛知県 名古屋市
一般財団法人　民族衣裳文化普及協
会　中部支部

名古屋市　創作ゆかた親子文化教室 300千円

246 愛知県 豊橋市
一般財団法人民族衣裳文化普及協会
豊橋支部

豊橋市母と子の親子ゆかた文化教室 300千円

247 愛知県 豊田市
一般財団法人民族衣裳文化普及協会
豊田支部

豊田市母と子の親子ゆかた文化教室 300千円

248 愛知県 西尾市
一般財団法人民族衣裳文化普及協会
西尾支部

西尾市母と子の親子ゆかた文化教室 300千円
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249 愛知県 日進市 一般社団法人伝統文化芸術協会 日本舞踊合同発表会 2,500千円

250 愛知県 岡崎市 日本舞踊瑞鳳流岡崎支部 日本舞踊子ども教室 400千円

251 愛知県 春日井市 日本舞踊瑞鳳流花の会 こども日本舞踊教室 400千円

252 愛知県 名古屋市 めばえ会 日本舞踊に挑戦 400千円

253 愛知県 名古屋市 かすみ会 日本舞踊をおどってみましょう 400千円

254 愛知県 名古屋市 美波会 こども日本舞踊教室 400千円

255 愛知県 名古屋市 日本舞踊瑞鳳流名東支部 めいとう日本舞踊教室 450千円

256 愛知県 安城市 日本舞踊瑞鳳流安城支部 あんじょう日本舞踊教室 450千円

257 愛知県 日進市 日本舞踊瑞鳳流雅の会 日進市日本舞踊子ども教室 400千円

258 愛知県 名古屋市 伝統文化舞踊殺陣の会 舞踊殺陣教室 400千円

259 愛知県 名古屋市 日本舞踊瑞鳳流天白支部 てんぱく日本舞踊教室 400千円

260 愛知県 名古屋市 若獅子会 名古屋市日本舞踊教室 400千円

261 愛知県 名古屋市 日本舞踊瑞鳳流みどり支部 みどり日本舞踊教室 400千円

262 愛知県 東郷町 日本舞踊瑞鳳流美優会 こども日本舞踊教室 400千円

263 愛知県 みよし市 日本舞踊瑞鳳流みよし支部 みよし日本舞踊教室 400千円

264 愛知県 長久手市 日本舞踊瑞鳳流長久手支部 ながくて日本舞踊教室 400千円

265 愛知県 瀬戸市 日本舞踊瑞鳳流瀬戸支部 瀬戸日本舞踊教室 400千円

266 愛知県 名古屋市 日本舞踊瑞鳳流名古屋支部 名古屋市舞踊殺陣教室 450千円
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