
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 北海道 札幌市 西川流　之恵の会 日本舞踊を踊りましょう 349千円

2 北海道 札幌市 花柳咲つぶら会 伝統文化子供日本舞踊教室 400千円

3 北海道 札幌市 栄地区伝統文化いけばな親子教室 栄地区伝統文化いけばな親子教室 350千円

4 北海道 札幌市 麻生地区伝統文化いけばな親子教室 麻生地区伝統文化いけばな親子教室 300千円

5 北海道 札幌市 八軒地区伝統文化いけばな親子教室 八軒地区伝統文化いけばな親子教室 350千円

6 北海道 札幌市
伝統文化札幌将棋・百人一首親子教
室

＜文化庁＞伝統文化札幌将棋・百人
一首親子教室

450千円

7 北海道 札幌市 西岡こどもいけばな教室 西岡こどもいけばな教室 300千円

8 北海道 札幌市 花柳喜衛文舞踊研究所 伝統文化子ども日本舞踊教室 350千円

9 北海道 札幌市 日本文化を楽しむ会 親子茶の湯教室 300千円

10 北海道 札幌市 羊丘地区伝統文化いけばな親子教室 羊丘地区伝統文化いけばな親子教室 300千円

11 北海道 札幌市 東月寒「紬の会」 東月寒いけばな親子教室 300千円

12 北海道 札幌市 いけばな小原流華翔会 伝統文化親子教室　in　Sapporo 400千円

13 北海道 札幌市 いけばな小原流わかばの会 平岸いけばな伝統文化親子教室 300千円

14 北海道 札幌市 花柳流　寿美喜衛会 伝統文化子ども日本舞踊教室 350千円

15 北海道 札幌市 藤野地区伝統文化いけばな親子教室 藤野地区伝統文化いけばな親子教室 300千円

16 北海道 札幌市 いしやま伝統文化いけばな親子教室 いしやま伝統文化いけばな親子教室 300千円

17 北海道 札幌市 札幌恵会 こども邦楽体験教室 300千円

18 北海道 札幌市 南平岸はなの会 南平岸はなの会 300千円

19 北海道 札幌市 澄川こどもいけばな教室 澄川こどもいけばな教室 400千円

20 北海道 札幌市
真駒内地区伝統文化いけばな親子教
室

真駒内地区伝統文化いけばな親子教
室

300千円

21 北海道 札幌市 いけばな伝統文化宮の森教室 伝統文化親子教室 350千円
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22 北海道 札幌市 東白石児童会館いけばな教室 東白石児童会館いけばな教室 247千円

23 北海道 札幌市 北白地区伝統文化いけばな親子教室 北白地区伝統文化いけばな親子教室 239千円

24 北海道 札幌市 なかよし親子いけばな教室 なかよし親子いけばな教室 249千円

25 北海道 札幌市
札幌市伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

札幌市伝統文化和装礼法親子教室 258千円

26 北海道 札幌市 さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座
こども舞台体験プログラム「ふれ
アート」

450千円

27 北海道 札幌市 ぴあ・いけばなジュニア教室 ぴあ・いけばなジュニア教室 284千円

28 北海道 札幌市
西宮の沢児童会館伝統文化こども教
室実行委員会

西宮の沢児童会館こども生け花教室 143千円

29 北海道 札幌市 さっぽろ将棋普及の会
将棋を指す場の創出と子どもの可能
性を引き出す親子教室事業

340千円

30 北海道 札幌市
一般社団法人　北海道茶道文化振興
協会

茶の湯と香の親子教室 240千円

31 北海道 函館市
凾館西部地区　伝統文化いけばなこ
ども教室

まちっこ　いけばなこども教室 162千円

32 北海道 函館市 函館囲碁普及推進委員会 親子囲碁教室 300千円

33 北海道 函館市 函館神山囲碁普及会 神山親子囲碁教室 277千円

34 北海道 函館市 函館東囲碁普及会 人見親子囲碁教室 300千円

35 北海道 函館市 函館中央囲碁普及会 中央親子囲碁体験塾 287千円

36 北海道 函館市 函館中島囲碁普及会 中島親子囲碁教室 280千円

- 北海道 小樽市
伝統文化親子体験教室小樽実行委員
会

小樽市伝統文化親子体験教室 -

37 北海道 小樽市 正派邦楽会「雅貴代会」
小樽市伝統文化こと・たけ親子体験
教室

400千円

38 北海道 小樽市 一般財団法人　小原琉小樽支部
小樽市伝統文化いけばな親子体験教
室

300千円

39 北海道 小樽市 日本舞踊藤間流扇玉会
小樽市伝統文化日本舞踊親子体験教
室

305千円

40 北海道 小樽市 茶道裏千家淡交会小樽支部 小樽市伝統文化茶道親子体験教室 300千円

41 北海道 旭川市 日本棋院旭川支部 旭川囲碁親子教室 150千円
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42 北海道 旭川市 伝統文化「いけばな」推進委員会 緑が丘・東光地区いけばな教室 250千円

43 北海道 旭川市
生活文化茶道・華道後継者育成実行
委員会

伝統文化茶道・いけばな親子教室
（あたご）

400千円

44 北海道 旭川市 旭川生活文化振興事業実行委員会 旭川生活文化振興事業 350千円

45 北海道 旭川市 永山伝統文化伝承事業実行委員会 永山伝統文化伝承事業 350千円

46 北海道 旭川市 MOA美術館ボランティア旭川支部 こどものためのいけ花と茶の湯教室 300千円

47 北海道 室蘭市 室蘭地区伝統文化いけばな親子教室 室蘭地区伝統文化いけばな親子教室 400千円

48 北海道 釧路市
釧路市伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

釧路市伝統文化和装礼法親子教室 350千円

49 北海道 帯広市
十勝地区伝統文化いけばな親子教室
実行委員会

十勝地区伝統文化いけばな親子教室 300千円

50 北海道 北見市 北見風雪太鼓保存会 北見市和太鼓親子教室 300千円

51 北海道 岩見沢市 光恵会 琴教室 294千円

52 北海道 岩見沢市 彩花会 生花教室 221千円

53 北海道 岩見沢市 ほろむい太鼓同志会 ほろむい太鼓親子教室 300千円

54 北海道 岩見沢市 岩見沢剣道連盟 岩見沢剣道連盟　子ども剣道教室 308千円

55 北海道 網走市 オホーツク芝能実行委員会 こども能楽教室 300千円

56 北海道 苫小牧市 苫小牧日本舞踊こども教室 苫小牧日本舞踊こども教室 300千円

57 北海道 苫小牧市 苫小牧こども将棋教室 苫小牧親子将棋教室 290千円

58 北海道 苫小牧市
苫小牧地区伝統文化いけばな親子教
室

苫小牧地区伝統文化いけばな親子教
室

148千円

59 北海道 苫小牧市 勇払千人隊御会所太鼓 和太鼓こども教室 500千円

60 北海道 苫小牧市 苫小牧囲碁伝統文化普及会 コミセンふれあい囲碁教室 256千円

61 北海道 紋別市 特定非営利活動法人紋別文化連盟 令和３年度　ぶんれん子どもクラブ 500千円

62 北海道 名寄市 なよろ伝統文化伝承教室実行委員会 なよろ伝統文化伝承教室事業 300千円
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63 北海道 根室市 花柳咲つぶら会 伝統文化子供日本舞踊教室 350千円

64 北海道 根室市 花柳喜洲順の会 伝統文化子供日本舞踊教室 350千円

65 北海道 滝川市
大和遠州流茶道・静月流煎茶道
静月会空知支部

伝統文化茶道・煎茶道親子教室 198千円

66 北海道 砂川市 特定非営利活動法人ゆう
令和3年度　ゆう楽亭！キッズ落語
教室

300千円

67 北海道 恵庭市 恵庭民謡連合会 伝統文化親子民謡教室 300千円

68 北海道 恵庭市 花柳咲つぶら会 伝統文化子供日本舞踊教室 350千円

69 北海道 伊達市
伝統文化伊達いけばな親子教室実行
委員会

伝統文化伊達いけばな親子教室 330千円

70 北海道 石狩市 いしかり伝統文化いけばな親子教室 いしかり伝統文化いけばな教室 300千円

71 北海道 当別町 日本舞踊　西川流当別親子の会 日本舞踊　子ども教室 300千円

72 北海道 当別町 とべのすけすずめ踊り保存会 すずめ踊り親子教室 448千円

73 北海道 森町
いけばな小原流森町伝統文化こども
教室

もりっこいけばな教室 158千円

74 北海道 鷹栖町 いけばな子供教室たかす実行委員会 いけばな子供教室たかす 235千円

75 北海道 東神楽町
伝統文化東神楽こども教室実行委員
会

伝統文化東神楽こども教室 350千円

76 北海道 西興部村 西興部伝統文化伝承教室実行委員会 伝統文化（華道・茶道）親子教室 276千円

77 北海道 平取町 日高雅楽会 伝統文化雅楽子ども教室 438千円

78 北海道 幕別町
特定非営利活動法人まくべつ町民芸
術劇場

百年亭　子ども落語教室 274千円
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