
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 岐阜県 岐阜市 中央青少年会館伝統文化お茶こども教室 中央青少年会館伝統文化お茶こども教室 241,000

2 岐阜県 岐阜市 本荘の歴史を語る会 本荘雨乞い踊り教室 345,000

3 岐阜県 岐阜市 日本将棋連盟　中濃支部 東青少年会館親子将棋教室 345,000

4 岐阜県 岐阜市 西川流役員会岐阜支部 日本舞踊をおどりましょう 302,000

5 岐阜県 岐阜市
長森地区伝統文化いけばな親子教室実行委員
会

長森地区子ども生け花教室 345,000

6 岐阜県 岐阜市 三味線　奏の会 三味線　奏の会 258,000

7 岐阜県 岐阜市 邦楽・囃子　祐の会 三味線囃子和楽器親子教室 258,000

8 岐阜県 岐阜市
長良地区伝統文化いけばな親子教室実行委員
会

長良地区子どもいけばな教室 388,000

9 岐阜県 岐阜市 ぎふ尺八こども教室実行委員会 ぎふ尺八こども教室 278,000

10 岐阜県 岐阜市 日本将棋連盟　岐阜棋友会支部 親子将棋教室 345,000

11 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 196,000

12 岐阜県 大垣市 サタデー生花伝統文化こども教室 サタデー生花伝統文化こども教室 219,000

13 岐阜県 大垣市 上石津もんでこ太鼓保存会 和太鼓教室 302,000

14 岐阜県 大垣市 日本現代作法会　東海支部 伝統文化こども作法教室 201,000

15 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 258,000

16 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 172,000

17 岐阜県 大垣市 サタデー西地区伝統文化こども会 サタデー西地区伝統文化こども会 110,000

18 岐阜県 大垣市 江東伝統文化お茶子供会 江東伝統文化お茶子供会 241,000

19 岐阜県 大垣市 安井地区こども会 安井地区こども会 245,000

20 岐阜県 大垣市 青墓こども会 青墓こども会 258,000

21 岐阜県 大垣市 中川土曜こども教室 中川土曜こども教室 426,000

22 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 227,000

23 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 154,000

24 岐阜県 大垣市 はぴ花 はぴ花 92,000

25 岐阜県 大垣市 伝統文化こども会 伝統文化いけばな子供教室 236,000

26 岐阜県 高山市 高山市伝統文化いけばな保存会 伝統文化いけばなこども教室 353,000

27 岐阜県 高山市 八幡鳳凰臺囃子保存会 八幡鳳凰臺囃子教室 266,000

28 岐阜県 高山市 飛騨総社親子獅子舞保存会 親子獅子舞伝統文化親子教室 210,000

29 岐阜県 高山市 鳩峯車組親子囃子教室 鳩峯車組囃子保存会親子教室事業 129,000

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
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30 岐阜県 高山市 日本将棋連盟高山将棋教室支部 高山親子将棋教室 345,000

31 岐阜県 多治見市 多治見市伝統文化伝承事業実行委員会 多治見市伝統文化伝承事業

岐阜県 多治見市 土と炎愛好会 こども・やきもの創造ワークショップ 302,000

岐阜県 多治見市 日本舞踊園美の会 こども日本舞踊教室 302,000

岐阜県 多治見市 西川流役員会多治見支部 日本舞踊を踊りましょう　多治見市伝統文化伝承事業 388,000

32 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 345,000

33 岐阜県 中津川市 恵那文楽保存会 Jr文楽教室 77,000

34 岐阜県 中津川市 東濃歌舞伎中津川保存会 子ども歌舞伎教室 322,000

35 岐阜県 中津川市 坂下歌舞伎保存会 坂下歌舞伎子ども教室 425,000

36 岐阜県 中津川市 常盤座歌舞伎保存会 常盤座子ども歌舞伎教室 290,000

37 岐阜県 中津川市 安岐太鼓保存会 安岐太鼓保存会ジュニア教室 392,000

38 岐阜県 中津川市 馬籠黎明太鼓保存会 和太鼓教室 258,000

39 岐阜県 中津川市 下野庚申太鼓保存会 下野庚申太鼓　子供教室 155,000

40 岐阜県 中津川市
中津川地区伝統文化いけばな親子教室実行委
員会

中津川地区伝統文化いけばな親子教室 340,000

41 岐阜県 中津川市
付知地区伝統文化いけばな親子教室実行委員
会

付知地区伝統文化いけばな親子教室 340,000

42 岐阜県 瑞浪市 集まろう会 集まろう会大湫太鼓 244,000

43 岐阜県 羽島市 羽島市伝統文化等人材育成事業実行委員会 伝統文化親子教室

岐阜県 羽島市 羽島市伝統文化等人材育成事業実行委員会 伝統文化羽島こども囲碁教室 345,000

岐阜県 羽島市 羽島市伝統文化等人材育成事業実行委員会 羽島こども茶道教室 774,000

岐阜県 羽島市 羽島市伝統文化等人材育成事業実行委員会 福寿こどもいけ花教室 431,000

岐阜県 羽島市 羽島市伝統文化等人材育成事業実行委員会 能楽・竹鼻祭囃子教室 689,000

44 岐阜県 各務原市 美名の会 やぐまっ子茶道教室 112,000

45 岐阜県 可児市 日本舞踊愛好会　実行委員会 可児市伝統文化子供日本舞踊教室 293,000

46 岐阜県 山県市 慈明院伝統文化こども教室 慈明院伝統こども教室 331,000

47 岐阜県 山県市 無滴庵　伝統文化慈明院教室 無滴庵　伝統文化慈明院教室 302,000

48 岐阜県 瑞穂市 みずほ伝統文化こども教室 みずほ伝統文化こども教室 399,000

49 岐阜県 飛騨市 古紫の会 華道・茶道親子教室 67,000

50 岐阜県 本巣市 外山地域街づくり委員会雅楽部会 外山地域街づくり委員会　雅楽教室 224,000

51 岐阜県 郡上市 ひるがの獅子舞保存会 ひるがの獅子舞子ども教室 302,000

52 岐阜県 郡上市 和太鼓郡上陣屋組 郡上陣屋太鼓親子教室 224,000
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53 岐阜県 郡上市 郡上日本舞踊愛好会　八幡支部 郡上八幡　日本舞踊子ども教室 431,000

54 岐阜県 郡上市 郡上日本舞踊愛好会　大和支部 郡上大和　日本舞踊子ども教室 431,000

55 岐阜県 郡上市 郡上日本舞踊愛好会　白鳥支部 郡上白鳥　日本舞踊子ども教室 431,000

56 岐阜県 郡上市 郡上日本舞踊愛好会　美並支部 郡上美並　日本舞踊子ども教室 431,000

57 岐阜県 郡上市 郡上花の会子ども教室　大和支部 郡上大和　華道子ども教室 431,000

58 岐阜県 郡上市 郡上花の会子ども教室　白鳥支部 郡上白鳥　華道子ども教室 431,000

59 岐阜県 郡上市 岸剣神社大神楽奉賛会 岸剣神社大神楽親子教室 345,000

60 岐阜県 下呂市 華道金山橘会 伝統文化親子いけ花教室 239,000

61 岐阜県 下呂市 下呂市金山邦楽振興会 伝統文化親子琴教室 284,000

62 岐阜県 海津市 「立野御殿万歳」保存会 「立野御殿万歳」こども教室 306,000

63 岐阜県 海津市 西川流役員会海津支部 日本舞踊こども教室 289,000

64 岐阜県 海津市 海津市伝統文化親子教室 海津市伝統文化親子教室 280,000

65 岐阜県 海津市 子ども将棋教室 夏休み子ども将棋講座と将棋大会（発表会） 195,000

66 岐阜県 海津市 裏千家茶々 伝統文化茶道子ども教室 345,000

67 岐阜県 笠松町 西川流役員会笠松支部 日本舞踊を踊りましょう 302,000

68 岐阜県 養老町 養老キッツ 養老伝統文化いけばな教室 258,000

69 岐阜県 養老町 伝統文化笠郷レインボー子供教室 伝統文化笠郷レインボー子供教室 188,000

70 岐阜県 養老町 伝統文化池辺いけばな子供教室 伝統文化池辺いけばな子供教室 188,000

71 岐阜県 垂井町 府中茶華道研究所 国府お花お茶教室 431,000

72 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 212,000

73 岐阜県 垂井町 たちばな会 合原華道・茶道親子教室 258,000

74 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

75 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 131,000

76 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 120,000

77 岐阜県 神戸町 南平野子供教室 南平野子供教室 215,000

78 岐阜県 安八町 安八町尺八こども教室実行委員会 安八町尺八こども教室 408,000

79 岐阜県 大野町 舞踊雅会（子供教室） 舞踊雅会（子供教室） 129,000

80 岐阜県 大野町 大野さくらの会 日本舞踊親子教室 155,000

81 岐阜県 北方町 北方地区伝統文化いけばな親子教室 北方地区伝統文化いけばな親子教室 223,000

82 岐阜県 御嵩町 御嵩町尺八こども教室実行委員会 御嵩町尺八こども教室 251,000


