
二次審査合格事業一覧

No. 都道府県名 市区町村 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 東京都 中央区       
一般財団法人民族衣裳文化普
及協会

母と子の親子ゆかた文化教室 ¥1,020,000 5013305000691

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

¥300,000

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

¥300,000

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

¥300,000

岐阜県 岐阜市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　岐阜支部

岐阜市　母と子の親子ゆかた文
化教室

¥300,000

岐阜県 大垣市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　大垣支部

大垣市　母と子の親子ゆかた文
化教室

¥300,000

岐阜県 郡上市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　郡上支部

郡上市　母と子の親子ゆかた文
化教室

¥300,000

三重県 桑名市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　桑名支部

桑名市　母と子の親子ゆかた文
化教室

¥300,000

東京都 江戸川区      
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　江戸川支部

江戸川区　母と子の親子ゆかた
文化教室

¥300,000

神奈川県 川崎市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　川崎支部

川崎市　母と子の親子ゆかた文
化教室

¥300,000

神奈川県 厚木市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　厚木支部

厚木市　母と子の親子ゆかた文
化教室

¥299,000

神奈川県 鎌倉市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　鎌倉支部

鎌倉市　母と子の親子ゆかた文
化教室

¥300,000

千葉県 千葉市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　千葉支部

千葉市　母と子の親子ゆかた文
化教室

¥300,000

千葉県 鎌ケ谷市      
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　鎌ヶ谷支部

鎌ヶ谷市　母と子の親子ゆかた
文化教室

¥300,000

栃木県 宇都宮市      
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　栃木支部

宇都宮市　母と子の親子ゆかた
文化協会

¥300,000

静岡県 磐田市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　磐田支部

磐田市　母と子の親子ゆかた文
化教室

¥300,000

2 東京都 中央区       
一般財団法人民族衣裳文化普
及協会

創作ゆかた親子文化教室 ¥562,000 5013305000691

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

¥300,000

大阪府 大阪市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　大阪支部

大阪市　創作ゆかた親子文化教
室

¥300,000

東京都 中央区       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　東京日本橋支部

中央区　創作ゆかた親子文化教
室

¥223,000

千葉県 船橋市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　船橋支部

船橋市　創作ゆかた親子文化教
室

¥300,000

神奈川県 横浜市       
一般財団法人民族衣裳文化普
及協会　横浜支部

横浜市　創作ゆかた親子文化教
室

¥300,000

宮城県 仙台市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　東北支部

仙台市　創作ゆかた親子文化教
室

¥300,000

福島県 郡山市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　郡山支部

郡山市　創作ゆかた親子文化教
室

¥300,000

福島県 福島市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　福島支部

福島市　創作ゆかた親子文化教
室

¥300,000

新潟県 新潟市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　新潟支部

新潟市　創作ゆかた親子文化教
室

¥300,000

山形県 山形市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　山形支部

山形市　創作ゆかた親子文化教
室

¥300,000

山形県 米沢市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　米沢支部

米沢市　創作ゆかた親子文化教
室

¥300,000

岩手県 盛岡市       
一般財団法人　民族衣裳文化普
及協会　岩手支部

盛岡市　創作ゆかた親子文化教
室

¥300,000

3 東京都 千代田区      
公益社団法人全日本きものコン
サルタント協会

装道礼法きもの学院　東京分校
通年教室

¥7,600,000 1010005003070

東京都 千代田区      
千代田区伝統文化装道和装礼
法親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 千代田区      
千代田区伝統文化装道和装礼
法親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 千代田区      
千代田区伝統文化装道和装礼
法親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000



東京都 千代田区      
千代田区伝統文化装道和装礼
法親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 台東区       
台東区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 台東区       
台東区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 台東区       
台東区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 台東区       
台東区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 文京区       
文京区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 文京区       
文京区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 文京区       
文京区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 文京区       
文京区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 文京区       
文京区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 文京区       
文京区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 文京区       
文京区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 文京区       
文京区伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 八王子市      
八王子市伝統文化装道和装礼
法親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 八王子市      
八王子市伝統文化装道和装礼
法親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 八王子市      
八王子市伝統文化装道和装礼
法親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

東京都 八王子市      
八王子市伝統文化装道和装礼
法親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

山口県 萩市        
萩市伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

山口県 萩市        
萩市伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

山口県 萩市        
萩市伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

山口県 萩市        
萩市伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

宮城県 仙台市       
仙台市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

宮城県 仙台市       
仙台市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

宮城県 塩竈市       
塩竈市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000



宮城県 塩竈市       
塩竈市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

宮城県 塩竈市       
塩竈市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

宮城県 塩竈市       
塩竈市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

秋田県 秋田市       
秋田市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

秋田県 秋田市       
秋田市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

秋田県 秋田市       
秋田市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

秋田県 秋田市       
秋田市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

秋田県 秋田市       
秋田市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

香川県 高松市       
高松市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

香川県 高松市       
高松市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

香川県 高松市       
高松市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

香川県 高松市       
高松市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

香川県 高松市       
高松市伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

神奈川県 大和市       
神奈川伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

神奈川県 大和市       
神奈川伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

神奈川県 横浜市       
神奈川伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

神奈川県 横浜市       
神奈川伝統文化装道和装礼法
親子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

山梨県 富士吉田市     
山梨伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

山梨県 富士吉田市     
山梨伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

広島県 広島市       
広島伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

広島県 広島市       
広島伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

愛知県 一宮市       
愛知伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

愛知県 一宮市       
愛知伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

徳島県 徳島市       
徳島伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

徳島県 徳島市       
徳島伝統文化装道和装礼法親
子教室実行委員会

伝統文化装道和装礼法親子教
室

¥500,000

4 愛知県 名古屋市      
一般社団法人社会福祉音楽推
進会

合同発表会 ¥3,400,000 7180005018542

愛知県 尾張旭市      REN こども和太鼓教室 ¥500,000

愛知県 小牧市       和太鼓　日輪 こども和太鼓教室 ¥500,000

沖縄県 沖縄市       ぶながやぐわぁ こども太鼓教室 ¥500,000

愛知県 名古屋市      和太鼓　海上の森の会 こども和太鼓教室 ¥500,000

愛知県 刈谷市       和太鼓　光企画 こども和太鼓教室 ¥500,000

愛知県 大治町       大治太鼓保存会 こども和太鼓教室 ¥500,000

岐阜県 岐阜市       夢飛翔太鼓 こども和太鼓教室 ¥500,000

沖縄県 宜野湾市      夢宝太鼓 こども和太鼓教室 ¥500,000

岐阜県 岐阜市       天保宮下太鼓 こども和太鼓教室 ¥500,000



5 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 ¥6,300,000 5180005017034

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 ¥500,000

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 ¥500,000

愛知県 みよし市      日本舞踊瑞鳳流みよし支部 日本舞踊教室 ¥500,000

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 ¥500,000

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 ¥500,000

愛知県 名古屋市      伝統文化舞踊殺陣の会 舞踊殺陣教室 ¥500,000

愛知県 名古屋市      若獅子会 名古屋市日本舞踊教室 ¥500,000

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 ¥500,000

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 ¥500,000

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 ¥500,000

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 ¥500,000

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 ¥500,000

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 ¥500,000

愛知県 名古屋市      めばえ会 日本舞踊に挑戦 ¥500,000

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 ¥500,000

愛知県 名古屋市      美波会 こども日本舞踊教室 ¥500,000

岐阜県 中津川市      日本舞踊瑞鳳流常盤会 はじめての舞踊殺陣教室 ¥500,000

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 ¥500,000

岐阜県 中津川市      日本舞踊瑞鳳流中津川支部 中津川市日本舞踊教室 ¥500,000

岐阜県 恵那市       つくし会 恵那日本舞踊教室 ¥500,000

三重県 桑名市       あさひ会 はじめての日本舞踊教室 ¥500,000

岐阜県 恵那市       みつば会 岩村日本舞踊教室 ¥500,000

三重県 伊賀市       こだま会 いが日本舞踊教室 ¥500,000

大阪府 東大阪市      かわち会 かわち日本舞踊教室 ¥500,000

大阪府 大阪市       浅葱会 日本舞踊子ども教室 ¥500,000

大阪府 大阪市       梅の会 東成区日本舞踊教室 ¥500,000

大阪府 東大阪市      つやき会 東大阪日本舞踊教室 ¥500,000

福岡県 遠賀町       凜の会 遠賀日本舞踊教室 ¥500,000

福岡県 北九州市      礼の会 小倉日本舞踊教室 ¥500,000

福岡県 北九州市      菊の会 八幡日本舞踊教室 ¥500,000

福岡県 福岡市       殺陣組福岡会 日本舞踊教室 ¥500,000

福岡県 中間市       中の会 中間日本舞踊教室 ¥500,000

福岡県 北九州市      徳の会 小倉南日本舞踊教室 ¥500,000

福岡県 北九州市      柳の会 こども日本舞踊教室 ¥500,000



岐阜県 土岐市       さくら会 とき日本舞踊教室 ¥500,000

岐阜県 多治見市      あやめ会 たじみ日本舞踊教室 ¥500,000

三重県 津市        喜多平会 津市日本舞踊教室 ¥500,000

福岡県 北九州市      着物道楽会 日本舞踊をおどりましょう ¥500,000

6 三重県 四日市市      
一般社団法人日本アマチュア将
棋連盟

愛・三・岐　合同こども将棋大会 ¥3,700,000 2190005011377

愛知県 名古屋市      梅森子供将棋教室 将棋親子教室 ¥800,000

愛知県 名古屋市      夏休みこども将棋教室 夏休みこども将棋教室 ¥350,000

愛知県 名古屋市      と金クラブ将棋教室 と金親子将棋教室 ¥450,000

愛知県 名古屋市      城北こども将棋教室 城北こども将棋教室 ¥500,000

愛知県 名古屋市      名古屋市瑞穂こども教室 名古屋市瑞穂こども教室 ¥350,000

愛知県 名古屋市      名古屋こども将棋教室 名古屋こども将棋教室 ¥350,000

愛知県 名古屋市      金鯱こども将棋教室 金鯱こども将棋教室 ¥400,000

愛知県 安城市       安祥こども将棋教室 安祥こども将棋教室 ¥400,000

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 ¥400,000

岐阜県 関市        日本将棋連盟　岐阜県中央支部 関市　親子将棋教室 ¥400,000

岐阜県 大垣市       日本将棋連盟　岐阜棋友会支部
各務原市中央ライフデザインセン
タ-こども将棋教室

¥400,000

岐阜県 関市        日本将棋連盟　中濃支部 東青少年会館　将棋教室 ¥400,000

愛知県 名古屋市      つるまいこども将棋教室 つるまいこども将棋教室 ¥400,000

愛知県 豊橋市       はじめての伝統文化教室 はじめての伝統文化教室 ¥300,000

7 京都府 京都市       
一般社団法人日本のおどり文化
協会

未来へつなげ “日本の心”　日本
のおどり子ども体験教室

¥3,370,000 6130005013994

埼玉県 川越市       日本のおどり文化協会　川越
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥350,000

埼玉県 所沢市       日本のおどり文化協会　所沢
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

埼玉県 狭山市       日本のおどり文化協会　狭山
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

埼玉県 朝霞市       日本のおどり文化協会　朝霞
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

埼玉県 新座市       日本のおどり文化協会　新座
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

埼玉県 富士見市      日本のおどり文化協会　富士見
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

千葉県 千葉市       日本のおどり文化協会　千葉
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

千葉県 流山市       日本のおどり文化協会　南流山
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥350,000

東京都 中央区       日本のおどり文化協会　中央
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥350,000

東京都 新宿区       
日本のおどり文化協会　落合南
長崎

未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

東京都 新宿区       
日本のおどり文化協会　新宿大
久保

未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

東京都 文京区       日本のおどり文化協会　文京
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥350,000

東京都 墨田区       日本のおどり文化協会　墨田
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥350,000

東京都 世田谷区      日本のおどり文化協会　世田谷
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥350,000

東京都 中野区       日本のおどり文化協会　中野
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000



東京都 杉並区       日本のおどり文化協会　杉並
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

東京都 豊島区       日本のおどり文化協会　豊島
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥350,000

東京都 板橋区       日本のおどり文化協会　板橋
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

東京都 練馬区       
日本のおどり文化協会　練馬石
神井

未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

東京都 江戸川区      日本のおどり文化協会　瑞江
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

東京都 江戸川区      日本のおどり文化協会　北葛西
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

東京都 江戸川区      日本のおどり文化協会　船堀
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

東京都 調布市       日本のおどり文化協会　調布
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

東京都 東村山市      日本のおどり文化協会　東村山
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

東京都 東村山市      
日本のおどり文化協会　東村山
八坂

未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

神奈川県 横浜市       日本のおどり文化協会　東横浜
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

神奈川県 横浜市       日本のおどり文化協会　西横浜
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

京都府 京都市       日本のおどり文化協会　京都
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

石川県 野々市市      日本のおどり文化協会　野々市
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

沖縄県 那覇市       日本のおどり文化協会　沖縄
未来へつなげ "日本の心"　日本
のおどり子ども体験教室

¥300,000

8 京都府 京都市       一般財団法人　池坊華道会 華道家元池坊　体験事業 ¥7,500,000 9130005002697

岐阜県 大垣市       江東伝統文化いけばな子供会 江東伝統文化いけばな子供教室 ¥244,000

愛知県 扶桑町       扶桑親子いけばな教室 扶桑親子いけばな教室 ¥230,000

岡山県 倉敷市       倉敷こどもいけばな教室 倉敷こどもいけばな教室 ¥219,000

岐阜県 養老町       養老キッツ 養老伝統文化いけばな教室 ¥350,000

愛媛県 愛南町       
伝統文化城の辺親子いけ花教
室

伝統文化城の辺親子いけ花教
室

¥320,000

埼玉県 宮代町       親子花あそび教室 親子花あそび教室 ¥300,000

愛知県 尾張旭市      
伝統文化旭親子いけばな体験教
室

伝統文化旭親子いけばな体験教
室

¥350,000

山口県 周南市       周南いけ花子ども教室 周南いけ花子ども教室 ¥70,000

島根県 松江市       池坊いけばなクラブ たのしいいけばなジュニア教室 ¥350,000

岩手県 盛岡市       華道家元池坊岩手支部青年部 伝統文化こどもいけばな教室 ¥276,000

佐賀県 小城市       津の里こどもいけばな教室 津の里こどもいけばな教室 ¥300,000

石川県 能登町       宇出津華道推進会 華道宇出津推進会 ¥62,000

岐阜県 神戸町       
神戸北伝統文化いけばなこども
教室

神戸北伝統文化こども教室 ¥200,000

山口県 防府市       
華浦こどもいけばな教室実行委
員会

華浦こどもいけばな教室 ¥250,000

岐阜県 飛騨市       古紫の会 華道・茶道親子教室 ¥268,000

山口県 山口市       華道家元池坊山口西京支部
伝統文化秋穂二島未来クラブ子
供生け花教室あすなろ会

¥56,000

岐阜県 高山市       高山市伝統文化いけばな保存会
高山市伝統文化いけばなこども
教室

¥410,000

静岡県 静岡市       
長田いけばなの楽しさを広める
会

長田地区伝統文化いけばな親子
教室

¥199,000

長野県 松本市       水仙の会 瑞松寺子どもいけ花教室 ¥267,000



熊本県 八代市       伝統文化親子いけ花さくら会 親子いけ花教室 ¥350,000

福岡県 筑紫野市      伝統文化国分っ子生花の会 伝統文化こども生花教室 ¥147,000

熊本県 熊本市       
熊本市帯山西地域こどもふれあ
い

伝統文化いけばなこども教室 ¥298,000

佐賀県 小城市       桜いけばなこども教室 桜いけばなこども教室 ¥400,000

秋田県 能代市       華道文化普及の会
伝統文化親子教室アカシヤフラ
ワー教室

¥106,000

滋賀県 高島市       お花に親しもう教室 お花に親しもう教室 ¥62,000

鹿児島県 鹿児島市      華道家元池坊鹿児島支部
わくわく明和塾"お花生け"福平
げんきっ子クラブ

¥480,000

広島県 福山市       めぐみ生け花教室 千田生け花親子教室 ¥245,000

広島県 福山市       手城生け花親子教室 手城生け花親子教室 ¥235,000

北海道 北見市       華道家元池坊北見支部 いけばな子ども教室 ¥95,000

山口県 光市        華道家元池坊光支部
華道家元池坊光支部　光花っこ
クラブ

¥80,000

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 ¥300,000

埼玉県 草加市       華道家元池坊東京暁靖会 いけばな子供体験教室 ¥170,000

滋賀県 大津市       華道家元池坊湖西支部
伝統文化子ども教室ひまわりの
会

¥399,000

大阪府 枚方市       
特定非営利活動法人明日の教
室

楠葉伝統文化いけばな親子教室 ¥348,000 1130005015764

岐阜県 大垣市       三城いけばなこども教室 三城いけばなこども教室 ¥255,000

熊本県 熊本市       お花ふれあい会
伝統文化いけばなこども教室（託
麻原）

¥196,000

熊本県 球磨村       
親子いけばな教室スイートピー
会

親子いけばな教室 ¥300,000

北海道 帯広市       池坊帯広支部青年部 伝統文化いけばなこども教室 ¥220,000

熊本県 熊本市       力合地域こどもふれあい 力合こどもいけ花教室 ¥300,000

北海道 札幌市       池坊小野田社中カトレア会
カトレア会伝統文化いけばなこど
も教室

¥201,000

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 ¥280,000

北海道 苫小牧市      おはな教室ことりクラブ おはな教室　ことりクラブ ¥400,000

秋田県 湯沢市       花くらぶキッズ運営委員会 花くらぶキッズ ¥171,000

東京都 杉並区       いおぎ伝統文化子ども教室 いおぎ伝統文化子ども教室 ¥370,000

千葉県 船橋市       池坊千葉県華秀会支部 伝統文化船橋いけ花こども教室 ¥184,000

千葉県 八千代市      
八千代伝統文化親子教室実行
委員会

八千代伝統文化親子いけばな教
室

¥300,000

石川県 白山市       美川っ子華道教室実行委員会 伝統文化華道親子教室 ¥55,000

石川県 加賀市       
加賀伝統文化こども教室実行委
員会

いけ花こども教室 ¥244,000

岐阜県 神戸町       神戸伝統文化いけばな子供教室 神戸伝統文化いけばな子供教室 ¥154,000

東京都 中央区       
中央区伝統文化こどもいけばな
教室実行委員会

中央区伝統文化こどもいけばな
教室

¥400,000

東京都 江東区       
江東区親子いけばな教室実行委
員会

江東区親子いけばな教室 ¥400,000

東京都 千代田区      千代田区親子いけばなの会 千代田区親子いけばな教室 ¥400,000

東京都 中央区       日本橋親子いけばなの会 日本橋親子いけばな教室 ¥400,000

東京都 中央区       築地親子いけばなの会 築地親子いけばな教室 ¥400,000



東京都 北区        北区親子いけばなの会 北区親子いけばな教室 ¥400,000

石川県 能登町       内浦華道推進会 華道内浦親子教室 ¥156,000

東京都 大田区       和の心　珠香会 大田区こどもいけばな教室 ¥300,000

長野県 安曇野市      
みさと伝統文化こどもいけばな教
室

みさと伝統文化こどもいけばな教
室

¥298,000

熊本県 熊本市       わかばの会 伝統文化いけ花親子教室 ¥195,000

石川県 小松市       
伝統文化楽しくいけばな教室実
行委員会

伝統文化楽しくいけばな教室 ¥307,000

秋田県 横手市       子どもいけ花教室実行委員会
ワクワクドキドキ子どもいけ花教
室

¥300,000

東京都 中野区       
中野区伝統文化育成いけばな親
子教室実行委員会

いけばな親子教室 ¥300,000

静岡県 御前崎市      池新田伝統文化こども教室 池新田伝統文化こども教室 ¥295,000

静岡県 御前崎市      
華道家元池坊掛川支部御前崎
分会

御前崎市子どもいけ花教室 ¥296,000

熊本県 八代市       親子いけ花継承会 親子いけ花継承会 ¥300,000

佐賀県 大町町       
伝統文化聖いけばなこども教室
実行委員会

伝統文化聖いけばなこども教室 ¥300,000

北海道 新篠津村      新篠津お花サークル 伝統文化子どもお花教室 ¥147,000

栃木県 小山市       
おやま伝統文化いけばな子供教
室

おやま伝統文化いけばな子供教
室

¥450,000

熊本県 人吉市       華道家元池坊人吉支部 伝統文化こどもいけばな教室 ¥299,000

山梨県 忍野村       伝統文化いけばな池坊忍野教室 伝統文化いけばな池坊忍野教室 ¥450,000

岐阜県 大野町       遊花の会 伝統文化いけばなこども教室 ¥220,000

秋田県 能代市       
華道家元池坊能代支部佐藤勝
子社中

伝統文化いけ花子ども教室 ¥251,000

長野県 松本市       寿・花の会 寿地区生け花教室 ¥149,000

東京都 八王子市      いけばな恩方おや子教室 いけばな恩方おや子教室 ¥152,000

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 ¥449,000

石川県 白山市       
湊地区伝統文化親子いけばな教
室実行委員会

湊地区伝統文化親子いけばな教
室

¥263,000

静岡県 静岡市       安東地区伝統文化こども教室
安東地区伝統文化いけばな親子
教室

¥198,000

愛媛県 松山市       池坊いけばな若葉会 松山こどもいけばな教室 ¥295,000

東京都 練馬区       いけ花・三宝会 いけ花・三宝会 ¥350,000

岐阜県 大垣市       興文地区伝統文化子供会 興文地区伝統文化子供会 ¥400,000

岐阜県 大垣市       静里伝統文化こども会 静里伝統文化こども会 ¥275,000

熊本県 熊本市       いけばな伝承の会 西原いけばなこども教室 ¥300,000

千葉県 鋸南町       鋸南町伝統文化親子華道教室 鋸南町伝統文化親子華道教室 ¥485,000

愛知県 名古屋市      
伝統文化黒石親子いけばな体験
教室

伝統文化黒石親子いけばな体験
教室

¥176,000

宮崎県 延岡市       三川内伝統文化を守る会 三川内伝統文化を守る会 ¥350,000

愛媛県 宇和島市      
いけばなこども三間教室実行委
員会

いけばなこども三間教室 ¥390,000

佐賀県 佐賀市       
伝統文化高木瀬子どもいけ花教
室

伝統文化高木瀬子どもいけ花教
室

¥350,000

岐阜県 高山市       国府町松籟会
国府町伝統文化いけはな子ども
教室

¥100,000

熊本県 熊本市       華道家元池坊熊本銀杏支部 子どもいけばな教室 ¥400,000



静岡県 浜松市       いけばな風花の会 いけばな風花の会 ¥300,000

北海道 札幌市       
伝統文化こども教室こどもいけば
なフラワーキッズクラブ

こどもいけばな、花とあそぼう！
フラワーキッズクラブ

¥190,000

青森県 弘前市       華道家元池坊弘前支部 伝統文化こどもいけばなクラブ ¥162,000

長野県 長野市       華道家元池坊長野支部 伝統文化いけばなこども教室 ¥141,000

京都府 大山崎町      
大山崎町いけばなこども教室実
行委員会

大山崎町いけばなこども教室 ¥350,000

長野県 飯田市       飯田上郷いけばなこども教室 飯田上郷いけばなこども教室 ¥98,000

岐阜県 養老町       
伝統文化養老東部いけばな親子
教室

伝統文化養老東部いけばな親子
教室

¥300,000

福岡県 久留米市      久留米市子どもいけばな普及会 金丸子どもいけばな教室 ¥288,000

栃木県 足利市       伝統文化こども花教室足利 伝統文化こども花教室足利 ¥400,000

新潟県 魚沼市       魚沼華道会 伝統文化親子いけばな教室 ¥165,000

埼玉県 越谷市       いけ花・茶道千好会 はなみずき子ども教室 ¥240,000

佐賀県 唐津市       華道家元池坊唐津支部 伝統文化いけばなこども教室 ¥148,000

長野県 松本市       
伝統文化親子教室【キッズいけ
ばな】

キッズいけばな教室 ¥450,000

長野県 諏訪市       伝統文化親子いけばな教室 伝統文化親子いけばな教室 ¥318,000

茨城県 日立市       いけばなたんぽぽの会 たんぽぽ子供教室 ¥165,000

熊本県 熊本市       熊本市大江地域こどもふれあい
伝統文化いけばなこども教室（大
江）

¥300,000

島根県 浜田市       三隅生け花子ども教室 三隅生け花子ども教室 ¥90,000

埼玉県 越谷市       いけ花　花桜会 さくら　子供教室 ¥173,000

愛知県 尾張旭市      瑞鳳親子いけばな教室 瑞鳳親子いけばな教室 ¥350,000

岡山県 新見市       
特定非営利活動法人NPOきらめ
き広場

伝統文化子ども生花教室 ¥180,000 6260005006416

愛知県 犬山市       華道家元池坊愛知支部 伝統文化いけ花子ども教室 ¥98,000

愛媛県 松山市       つくしいけばなこども教室 つくしいけばなこども教室 ¥308,000

岐阜県 垂井町       垂井伝統文化こども教室 垂井伝統文化こども教室 ¥142,000

神奈川県 海老名市      大谷伝統文化生花教室 大谷伝統文化生花教室 ¥267,000

山口県 下松市       
下松市華道こども教室実行委員
会

くだまついけばなこども教室 ¥300,000

熊本県 八代市       伝統文化親子かえで会 伝統文化親子かえで会 ¥300,000

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 ¥299,000

佐賀県 佐賀市       
神野こどもいけ花教室実行委員
会

神野こどもいけ花教室 ¥500,000

岐阜県 池田町       温知こどもいけばな教室 温知こどもいけばな教室 ¥300,000

静岡県 浜松市       百華いけばな教室 百華いけばな教室 ¥350,000

静岡県 富士市       
吉原中央いけばなこども教室実
行委員会

吉原中央いけばなこども教室 ¥209,000

静岡県 富士市       
吉原東いけばなこども教室実行
委員会

吉原東いけばなこども教室 ¥224,000

静岡県 富士市       
吉原いけばなこども教室実行委
員会

吉原いけばなこども教室 ¥354,000

静岡県 富士市       
岩松いけばなこども教室実行委
員会

岩松いけばなこども教室 ¥181,000

和歌山県 新宮市       和の心「珠蒼の会」 伝統文化こどもいけばな教室 ¥350,000



広島県 庄原市       庄原市文化協会東城支部 東城伝統文化子供教室 ¥350,000

佐賀県 佐賀市       
伝統文化いけばなもろどみ子供
教室

伝統文化いけばなもろどみ子供
教室

¥300,000

佐賀県 佐賀市       
東与賀いけばな子ども教室実行
委員会

伝統文化東与賀いけばな子ども
教室

¥350,000

佐賀県 佐賀市       
伝統文化川副いけばなこども教
室

伝統文化川副いけばなこども教
室

¥300,000

石川県 白山市       
伝統文化いけばなこども教室（蝶
屋）

伝統文化いけばなこども教室（蝶
屋）

¥400,000

広島県 東広島市      華道家元池坊東広島橘支部
東広島伝統文化いけばな親子教
室

¥82,000

宮崎県 宮崎市       
宮崎市伝統文化いけばな親子教
室事業実行委員会

伝統文化いけばな親子教室事業
実行委員会

¥400,000

山口県 下関市       
伝統文化いけばなこども川中教
室実行委員会

伝統文化いけばなこども川中教
室

¥155,000

北海道 室蘭市       
いけばな池坊室蘭会　伝統文化
子ども教室

室蘭会いけばな子ども教室 ¥280,000

千葉県 香取市       香取いけばなこども教室 伝統文化いけばなこども教室 ¥350,000

熊本県 玉名市       華道家元池坊玉名支部 伝統文化いけばな子ども教室 ¥152,000

山形県 米沢市       華道家元　池坊米沢支部 伝統文化こどもいけばな教室 ¥174,000

宮城県 涌谷町       
池坊わくやこどもいけばな教室実
行委員会

わくやこどもいけばな教室 ¥265,000

大分県 佐伯市       華道家元池坊佐伯支部 伝統文化いけばな親子教室 ¥191,000

新潟県 新潟市       華道家元池坊新潟支部 伝統文化いけばな子供教室 ¥79,000

千葉県 松戸市       華道育成会 伝統文化こども生け花教室 ¥500,000

愛知県 名古屋市      池坊西山花の会 伝統文化親子いけばな教室西山 ¥245,000

愛知県 日進市       
華道家元池坊　名古屋中央橘会
支部

伝統文化親子いけばな教室名東 ¥300,000

北海道 苫小牧市      一葉の会 未来の花クラブ ¥399,000

石川県 白山市       
伝統文化いけばなこども教室(源
兵島)

伝統文化いけばなこども教室(源
兵島)

¥152,000

岐阜県 垂井町       
伝統文化いけばな岩手こども教
室

伝統文化いけばな岩手こども教
室

¥264,000

埼玉県 さいたま市     紫苑会 紫苑会 ¥252,000

滋賀県 大津市       伝統文化こども教室　大津 伝統文化こども教室　大津 ¥185,000

岐阜県 大垣市       大村伝統文化こども会 大村伝統文化こども会 ¥200,000

青森県 十和田市      華道家元池坊十和田支部 伝統文化親子いけばな教室 ¥92,000

東京都 渋谷区       東京キッズ華道推進実行委員会
東京キッズ華道 渋谷恵比寿教
室

¥300,000

佐賀県 小城市       祇園いけばな子供教室 祇園いけばな子供教室 ¥300,000

愛知県 名古屋市      
伝統文化覚王山親子いけばな体
験教室

伝統文化覚王山親子いけばな体
験教室

¥300,000

長野県 伊那市       華道家元池坊伊那支部 伝統文化子どもいけ花教室 ¥114,000

静岡県 富士市       
大淵地区伝統文化親子教室華
道

令和４年度　伝統文化親子教室
事業

¥152,000

愛媛県 新居浜市      華道家元池坊新居浜支部 花華クラブ ¥220,000

熊本県 熊本市       
月出いけばなこども教室実行委
員会

月出いけばなこども教室 ¥290,000

静岡県 浜松市       春のひかり会 伝統文化親子いけばな教室 ¥294,000

長野県 松本市       伝統文化池坊親子いけばなの会 伝統文化池坊親子いけばなの会 ¥300,000

長野県 松川村       
松川村伝統文化親子いけばなの
会

松川村伝統文化親子いけばなの
会

¥350,000



宮崎県 宮崎市       華道家元池坊宮崎橘会支部 伝統文化いけばな子供教室 ¥73,000

静岡県 浜松市       浜名湖クラブ 浜名湖クラブ ¥265,000

岐阜県 山県市       慈明院伝統文化こども教室 慈明院伝統文化子ども教室 ¥360,000

茨城県 つくば市      つくばね華の会 豊里いけばなこども教室 ¥100,000

茨城県 つくば市      つくばね華の会
つくば生け花ジュニアクラブ（大
穂）

¥120,000

広島県 福山市       加茂子ども生け花教室 加茂子ども生け花教室 ¥280,000

京都府 京都市       一般財団法人　池坊華道会 華道家元池坊　体験事業 ¥500,000 9130005002697

広島県 広島市       華道家元池坊広島支部青年部 伝統文化いけばなこども教室 ¥300,000

山口県 周南市       
佐波こどもいけばな教室　実行
委員会

佐波こどもいけばな教室　実行
委員会

¥275,000

長野県 松本市       
松本市梓川地区伝統いけばなの
会

こどもいけばな教室 ¥123,000

長野県 飯田市       
羽場文化スポーツクラブ　花のわ
華道教室

花のわ華道教室 ¥180,000

岐阜県 瑞穂市       いけばな本田 いけばな本田 ¥160,000

新潟県 妙高市       妙高市いけばなこども教室 伝統文化いけばなこども教室 ¥95,000

9 大阪府 守口市       
一般財団法人全日本和装コンサ
ルタント協会

和装作法教室 ¥1,550,000 9120005014264

大阪府 守口市       和装・作法に親しむ　いろは会 和装作法教室 ¥330,000

大阪府 堺市        和装・作法に親しむ　あゆみ会 和装作法教室 ¥330,000

大阪府 八尾市       和装・作法に親しむ　ふたば会 和装作法教室 ¥350,000

大阪府 和泉市       和装・作法教室　きさらぎ会 和装作法教室 ¥330,000

長崎県 長崎市       和装・作法教室　まほらま会 和装作法教室 ¥330,000

富山県 富山市       和装・作法教室　富山結の会 和装作法教室 ¥330,000

兵庫県 赤穂市       和装・作法教室　まゆの会 和装作法教室 ¥330,000

岐阜県 可児市       和装・作法教室　穂垂るの会 和装作法教室 ¥330,000

大阪府 泉大津市      和装・作法教室　なかよし会 和装作法教室 ¥330,000

埼玉県 所沢市       和装・作法教室　雅の会 和装作法教室 ¥330,000

広島県 廿日市市      着付けラボ　もみじ 和装作法教室 ¥330,000

岩手県 釜石市       和装・作法教室　はまゆりの会 和装作法教室 ¥330,000

兵庫県 姫路市       和装・作法教室　つむぎの会 和装作法教室 ¥330,000

岩手県 釜石市       
和装・作法教室　おうしゅう木の
花会

和装作法教室 ¥330,000

神奈川県 川崎市       和装・作法に親しむ　彩の会 和装作法教室 ¥330,000

兵庫県 伊丹市       和装・作法に親しむ　あやな会 和装作法教室 ¥330,000


