
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２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 申請者名 補助事業名
採択額
（円）

法人番号

1 三重県 津市 きもの文化普及委員会　近畿支部 青少年親子きもの教室 258,000

2 三重県 津市 津花道協会 津花道協会伝統文化いけばなこども教室 255,000

3 三重県 津市 河芸茶道サークル 河芸伝統文化茶道親子教室 302,000

4 三重県 津市 泅水術観海流 古式泳法水泳教室 91,000

5 三重県 津市 ふれあいの会 芸濃親子茶華道教室 258,000

6 三重県 津市 伝統文化安濃こどもいけばな教室実行委員会 伝統文化安濃こどもいけばな教室 302,000

7 三重県 津市 津市装道礼法伝統文化親子教室実行委員会 津市装道礼法伝統文化親子教室 267,000

8 三重県 津市 津茶道協会 伝統文化親子茶道教室 250,000

9 三重県 四日市市 クスノキ和装礼法の会 クスノキ和装礼法教室事業 320,000

10 三重県 四日市市 東日野町獅子舞保存会 獅子舞親子教室 345,000

11 三重県 四日市市 四日市和装礼法教室実行委員会 四日市和装礼法教室事業 318,000

12 三重県 四日市市 一般社団法人四日市市文化協会 第８回キッズ伝統文化体験教室 431,000 7190005010580

13 三重県 四日市市 里寿会 四日市伝統芸能日本舞踊こども教室 429,000

14 三重県 四日市市 日本将棋連盟　四日市支部 四日市親子将棋教室 431,000

15 三重県 四日市市 四日市地区伝統文化いけばな親子教室 四日市地区伝統文化いけばな親子教室 429,000

16 三重県 伊勢市 一色町能楽保存会 一色能子ども教室 356,000

17 三重県 伊勢市 日本将棋連盟伊勢支部 あゆみ親子将棋教室 429,000

18 三重県 伊勢市 厚生総合型スポーツクラブ 伝統文化教室 207,000

19 三重県 伊勢市 伊勢市装道和装礼法親子教室実行委員会 伊勢市装道和装礼法親子教室 302,000

20 三重県 伊勢市 みもすそ会こども能楽教室 こども能楽教室 138,000

21 三重県 伊勢市 伊勢なごみ会 茶道こども教室 402,000

22 三重県 伊勢市 伊勢古市歌舞伎保存会 歌舞伎親子教室 258,000

23 三重県 伊勢市
伊勢市浜郷伝統文化和装礼法親子教室実行委
員会

伊勢市浜郷伝統文化和装礼法親子教室 258,000

24 三重県 伊勢市 長楽会 親子茶道教室 246,000

25 三重県 松阪市 松阪市伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 松阪市伝統文化和装礼法親子教室 375,000

26 三重県 松阪市 松阪伝統文化茶道子ども教室 松阪伝統文化茶道子ども教室 345,000

27 三重県 松阪市 松阪華道青雅流いづみ会 松阪伝統文化華道子ども教室 292,000

28 三重県 松阪市 松阪子ども能楽教室 松阪子ども能楽教室 245,000

29 三重県 桑名市 桑名和楽会 桑名伝統文化茶道教室 258,000

30 三重県 桑名市 桑名子供仕舞養成会 桑名子供仕舞の養成 302,000

31 三重県 桑名市 西川流役員会桑名支部 日本舞踊を踊りましょう 345,000
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32 三重県 鈴鹿市 磯路会 鈴鹿こども茶道教室・親子教室 431,000

33 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市和装礼法こども教室実行委員会 鈴鹿市和装礼法こども教室 302,000

34 三重県 鈴鹿市 嵯峨ミストラルすずか 伝統文化茶道華道親子教室 365,000

35 三重県 名張市 名張子ども狂言の会 名張子ども狂言の会 258,000

36 三重県 名張市 名張こども能楽囃子教室実行委員会 名張こども能楽囃子教室 334,000

37 三重県 名張市 名張音頭保存会 名張音頭保存会親子教室 155,000

38 三重県 名張市 民謡芋の子村 伝統民謡芋の子教室 130,000

39 三重県 名張市 歌舞伎踊りの会 歌舞伎踊りの会 258,000

40 三重県 名張市 地縁法人錦生自治協議会 放課後子ども教室『地域の文化を学ぼう』 176,000

41 三重県 名張市 名張・こども仕舞教室実行委員会 名張・こども仕舞教室 302,000

42 三重県 亀山市 亀山地区伝統文化いけばなこども教室 亀山地区伝統文化いけばなこども教室 240,000

43 三重県 亀山市 かめやま子ども能「輝」 能の魅力発見と子ども達の体験プロジェクト 236,000

44 三重県 亀山市 亀山市葛葉太鼓保存会 和太鼓親子教室 189,000

45 三重県 亀山市 特定非営利活動法人Let'ｓスポーツわくわくらぶ わくわくらぶ 伊勢型紙教室事業 51,000 5190005010491

46 三重県 亀山市 池山かんこ踊り保存会 池山かんこ踊り 181,000

47 三重県 熊野市 一般社団法人茶道裏千家淡交会南紀支部 有馬っ子茶道教室 207,000

48 三重県 いなべ市 親子文化教室 親子文化教室 302,000

49 三重県 志摩市 志摩地区伝統文化いけばな親子教室 志摩地区伝統文化いけばな親子教室 291,000

50 三重県 志摩市 浜島地区伝統文化いけばな親子教室 浜島地区伝統文化いけばな親子教室 167,000

51 三重県 志摩市 志摩市伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 志摩市伝統文化和装礼法親子教室 431,000

52 三重県 伊賀市
伊賀市小田町装道和装礼法こども教室実行委員
会

和装礼法親子教室 302,000

53 三重県 伊賀市 キッズ・シャイン きものと子ども作法 336,000

54 三重県 菰野町 菰野町伝統文化体験教室事業実行委員会 菰野町伝統文化体験教室事業 414,000

55 三重県 菰野町 西川流役員会菰野支部 日本舞踊子ども教室 258,000

56 三重県 明和町 伝統文化親子教室　明和 伝統文化親子教室　明和 254,000

57 三重県 玉城町
玉城町地区伝統文化いけばな親子教室実行委
員会

伝統文化いけばな子供教室 431,000

58 三重県 玉城町
度会郡玉城町伝統文化和装礼法親子教室実行
委員会

伝統文化和装礼法親子教室 431,000

59 三重県 度会町
度会郡度会町伝統文化和装礼法親子教室実行
委員会

度会郡度会町伝統文化和装礼法親子教室 431,000

60 三重県 大紀町 大紀町放課後児童クラブこども囲碁普及会 大紀町放課後児童クラブこども囲碁教室 431,000

61 三重県 大紀町 学び舎の会 学び舎の会 430,000

62 三重県 大紀町 阿曽児童クラブ 阿曽児童クラブ 424,000

63 三重県 大紀町 上野児童クラブ 上野児童クラブ 386,000
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64 三重県 尾鷲市 尾鷲伝統文化継承の会 伝統文化親子教室事業 302,000


