
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 静岡県 静岡市 子供茶道教室 子供茶道教室 257,000

2 静岡県 静岡市 西奈地区伝統文化いけばな親子教室 西奈地区伝統文化いけばな親子教室 302,000

3 静岡県 静岡市 葵区柳新田伝統文化親子いけばな教室 葵区柳新田伝統文化親子いけばな教室 215,000

4 静岡県 静岡市 五色百人一首クラブ静岡教室 放課後百人一首クラブ 300,000

5 静岡県 静岡市 高松地区伝統文化いけばな親子教室 高松地区伝統文化いけばな親子教室 301,000

6 静岡県 静岡市 丸子地区伝統文化いけばな親子教室 丸子地区伝統文化いけばな親子教室 229,000

7 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 249,000

8 静岡県 静岡市 静岡市和装礼法こども教室実行委員会 静岡市伝統文化和装礼法親子教室 168,000

9 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 196,000

10 静岡県 静岡市 TOSS SMILE わくわく百人一首 345,000

11 静岡県 静岡市 かるがもレスキュー おはなであそぼう～春夏秋冬～ 345,000

12 静岡県 静岡市 静岡市三曲協会 みんなで箏を弾きましょう（箏の体験教室） 215,000

13 静岡県 浜松市 春のひかり会 伝統文化親子いけばな教室 235,000

14 静岡県 浜松市
浜松市中区伝統文化和装礼法親子教室実行委
員会

浜松市中区伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 258,000

15 静岡県 浜松市
高丘地区伝統文化いけばな親子教室実行委員
会

高丘地区伝統文化いけばな親子教室 312,000

16 静岡県 浜松市 浜松やらまいか華道隊 伝統文化やらまいかいけばな親子教室 307,000

17 静岡県 浜松市 高台地区伝統文化いけばな親子教室 高台地区伝統文化いけばな親子教室 284,000

18 静岡県 浜松市 広沢地区伝統文化いけばな親子教室 広沢いけばなこども教室 431,000

19 静岡県 浜松市 広沢伝統文化茶道親子教室 広沢茶道こども教室 345,000

20 静岡県 浜松市 日本将棋連盟浜松支部 親子将棋教室 167,000

21 静岡県 浜松市 沖縄伝統芸能研究所紫蘭プロジェクト 浜松と琉球の歴史を訪ねて「江戸のぼりと浜松まつり」 388,000

22 静岡県 浜松市 あえるし～倶楽部 文化・芸術交流部会 伝統文化こども体験教室 388,000

23 静岡県 浜松市 竜禅寺地区花の芽こども教室実行委員会 茶華道花の芽会 327,000

24 静岡県 浜松市 童子の会実行委員会 伝統文化童の会 371,000

25 静岡県 浜松市 伊佐見地区伝統文化いけばな親子教室 伊佐見地区伝統文化いけばな親子教室 324,000

26 静岡県 浜松市 書道研究淳耀社 浜松伝統文化書道教室 431,000

27 静岡県 浜松市 浜北いけばな親子教室 浜北いけばな親子教室 151,000

28 静岡県 浜松市
村櫛・庄内地区伝統文化いけばな親子教室実行
委員会

庄内地区伝統文化いけばな親子教室 296,000

29 静岡県 浜松市 浜松華進社支部舞阪 浜松華進社支部舞阪 243,000
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30 静岡県 浜松市 浜松組ひも伝統文化こども教室実行委員会 浜松組ひも伝統文化こども教室 283,000

31 静岡県 浜松市
南陽地区伝統文化いけばな親子教室実行委員
会

南陽地区伝統文化いけばな親子教室 258,000

32 静岡県 浜松市 伝統文化いけばなおはなの会 伝統文化いけばなおはなの会 316,000

33 静岡県 浜松市 白脇地区伝統文化いけばな親子教室 白脇地区伝統文化いけばな親子教室 302,000

34 静岡県 浜松市 三幸子供太鼓愛好会 三幸子供太鼓愛好会 290,000

35 静岡県 浜松市 曳馬野和太鼓愛好会 曳馬野和太鼓愛好会 302,000

36 静岡県 浜松市 いけばな風花の会 いけばな風花の会 295,000

37 静岡県 浜松市 三方原百人一首の会 三方原百人一首教室 345,000

38 静岡県 浜松市 子ども将棋教室神拓道場 親子将棋教室 345,000

39 静岡県 浜松市 浜松市北区伝統文化和装礼法伝承の会 浜松市北区伝統文化和装礼法親子教室 258,000

40 静岡県 浜松市 浜松市浜北区伝統文化和装礼法伝承の会 浜松市浜北区伝統文化和装礼法親子教室 252,000

41 静岡県 沼津市 松籟会 沼津茶道親子教室 302,000

42 静岡県 沼津市 ますみ会 沼津伝統文化親子教室 302,000

43 静岡県 沼津市
沼津市東熊堂地区伝統文化和装礼法親子教室
実行委員会

沼津市東熊堂地区伝統文化和装礼法親子教室 407,000

44 静岡県 沼津市 大岡地区伝統文化いけばな親子教室 大岡地区親子いけばな教室 339,000

45 静岡県 沼津市 藤間会 親と子で習う日本舞踊 128,000

46 静岡県 沼津市
門池地区伝統文化いけばな親子教室実行委員
会

門池地区伝統文化生花親子教室 77,000

47 静岡県 沼津市
沼津市愛鷹伝統文化和装礼法親子教室実行委
員会

伝統文化親子教室 302,000

48 静岡県 沼津市
沼津市香貫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 302,000

49 静岡県 沼津市 沼津愛鷹地区いけばな子供教室 沼津愛鷹地区いけばな子供教室 100,000

50 静岡県 沼津市 金岡地区伝統文化いけばな親子教室 金岡地区伝統文化いけばな親子教室 189,000

51 静岡県 沼津市
沼津市原伝統文化和装礼法親子教室実行委員
会

沼津市原伝統文化和装礼法親子教室 241,000

52 静岡県 沼津市 日本将棋連盟沼津支部 将棋親子教室 275,000

53 静岡県 熱海市 熱海いけばなの会 熱海いけばなこども教室 427,000

54 静岡県 三島市 三島北地区伝統文化いけばな親子教室 三島北地区伝統文化いけばな親子教室 430,000

55 静岡県 三島市
三島市玉川地区伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

三島市玉川地区伝統文化和装礼法親子教室 407,000

56 静岡県 三島市 百人一首で遊ぶ東部の会 百人一首や俳句で楽しもう 345,000

57 静岡県 三島市 三島せせらぎ会 小倉百人一首競技かるた親子教室 367,000

58 静岡県 富士宮市 富士宮日本舞踊子ども教室実行委員会 日本舞踊伝統文化子ども教室 241,000

59 静岡県 富士宮市 芝川日本舞踊子ども教室 芝川日本舞踊子ども教室 302,000
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60 静岡県 富士宮市 全国生涯学習音楽指導員協議会静岡県東部 伝統文化筝・尺八子ども教室 388,000

61 静岡県 富士宮市 祥の会 伝統文化筝曲親子教室 329,000

62 静岡県 伊東市 伊東伝統文化を育てる会 こどもいけばな教室 431,000

63 静岡県 富士市 伝統文化茶道富士山麓 富士山麓茶道教室 294,000

64 静岡県 富士市 富士茶道子供教室 富士茶道子供教室 255,000

65 静岡県 富士市 ふじかるた会 富士かるた教室 345,000

66 静岡県 富士市 靖友会
伝統文化いけばなこども教室
　伝統文化いけばな親子教室
伝統文化茶道親子教室

431,000

67 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 164,000

68 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 166,000

69 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 141,000

70 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 154,000

71 静岡県 富士市 吉野会 伝統文化筝曲親子教室 258,000

72 静岡県 富士市 今泉子供茶道教室 今泉子供茶道教室 90,000

73 静岡県 磐田市 磐田中泉地区伝統文化いけばな親子教室 磐田中泉地区伝統文化いけばな親子教室 342,000

74 静岡県 焼津市 五色百人一首で遊ぶ焼津の会 五色百人一首・俳句で楽しもう! 207,000

75 静岡県 掛川市 TOSS掛川 わくわく教室 224,000

76 静岡県 掛川市 三社祭礼囃子保存会 三社祭礼囃子保存継承事業 172,000

77 静岡県 掛川市 公益社団法人松風花道会浜松支部 親子いけばな教室 410,000

78 静岡県 掛川市 将棋によるまちづくり実行委員会 将棋によるまちづくり事業（はじめての将棋教室） 302,000

79 静岡県 御殿場市 松籟会御殿場教室 御殿場市茶道親子教室 302,000

80 静岡県 御殿場市 御殿場ますみ会 御殿場市日本舞踊親子教室 302,000

81 静岡県 下田市 日本将棋連盟　下田支部 親子将棋教室 265,000

82 静岡県 裾野市 いけばなひまわり教室 裾野地区伝統文化いけばなひまわり教室 230,000

83 静岡県 裾野市 いけばな翠会 いけばな翠会こども教室 255,000

84 静岡県 湖西市 新居地区伝統文化いけばな親子教室 新居地区伝統文化いけばな親子教室 302,000

85 静岡県 湖西市 湖西将棋道場 湖西将棋教室 305,000

86 静岡県 御前崎市 華道家元池坊掛川支部　御前崎分会青年部 御前崎市伝統文化親子教室 333,000

87 静岡県 御前崎市 藤祐香の会 伝統文化親子日本舞踊教室 222,000

88 静岡県 御前崎市 伝統文化こども茶道教室 伝統文化こども茶道教室 343,000

89 静岡県 御前崎市 こどもいけばな教室 こどもいけばな教室 250,000
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90 静岡県 御前崎市 子供お琴教室 子供お琴教室 100,000

91 静岡県 御前崎市 伝統文化茶道御前崎教室 和のマナー教室 258,000

92 静岡県 牧之原市 牧之原市伝統文化活性化実行委員会 和のクラブ 345,000

93 静岡県 清水町 特定非営利活動法人ウォーター・ビジョン 清水町おこと教室 345,000 6080105001962

94 静岡県 長泉町 長泉町伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 長泉町伝統文化和装礼法親子教室 405,000


