
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 埼玉県
さいたま

市
特定非営利活動法人地域伝統文化推
進機構

岩槻伝統文化箏教室 347千円

2 埼玉県
さいたま

市
さいたま南市民囲碁協会 さいたま南伝統文化親子教室 900千円

3 埼玉県
さいたま

市
鹿手袋囃子連 鹿手袋の祭りばやし子供教室 350千円

4 埼玉県
さいたま

市
大宮ジュニア囲碁普及会 大砂土囲碁初級教室 450千円

5 埼玉県
さいたま

市
うらわジュニア茶会 親子茶道うらわジュニア茶会 300千円

6 埼玉県
さいたま

市
さいたま平成水墨画 水墨画教室 500千円

7 埼玉県
さいたま

市
うらわ茶道こども教室 うらわ茶道こども教室 300千円

8 埼玉県
さいたま

市
埼玉県三曲協会 子供のためのお箏教室 300千円

9 埼玉県
さいたま

市
さいたま囲碁普及振興会 ひがっしこの間子ども囲碁教室 350千円

10 埼玉県
さいたま

市
笹久保の古式子ども土俵入り保存会 笹久保の古式子ども土俵入り 350千円

11 埼玉県
さいたま

市
光陽書道研究会 伝統文化本丸筆文字親子教室 310千円

12 埼玉県
さいたま

市
本太四丁目囃子会

地域の伝統囃子の地域の子供たちへ
の継承

300千円

13 埼玉県
さいたま

市
紫苑会 紫苑会　伝統文化親子教室 327千円

14 埼玉県
さいたま

市
埼玉こども将棋教室 埼玉こども将棋教室 500千円

15 埼玉県
さいたま

市
宝来囃子連 令和３年宝来囃子親子教室 300千円

16 埼玉県
さいたま

市
中郷はやし連 中郷囃子連・里神楽親子教室 100千円

17 埼玉県
さいたま

市
高木阿弥陀寺囃子連 高木阿弥陀寺囃子親子教室 180千円

18 埼玉県 川越市 かすみ野自治会 かすみ野自治会 300千円

19 埼玉県 川越市 音楽といっしょに育つ会 川越市筝・尺八こども伝統文化教室 163千円

20 埼玉県 川越市 川越igoまち倶楽部 親子囲碁教室 300千円

21 埼玉県 川越市 特定非営利活動法人無相庵結の会 夏休み、冬休み正月親子茶道教室 280千円
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- 埼玉県 熊谷市 熊谷伝統文化事業実行委員会 熊谷伝統文化親子教室事業 -

22 埼玉県 熊谷市 妻沼狂言普及実行委員会
熊谷伝統文化親子教室事業｢伝統の
笑いに学ぶ　親子狂言教室｣

300千円

23 埼玉県 熊谷市 妻沼いけばな普及実行委員会
熊谷伝統文化親子教室事業｢妻沼
親子いけばな教室｣

300千円

24 埼玉県 川口市 芝ふれあい太鼓普及会 芝ふれあい和太鼓親子教室 300千円

25 埼玉県 川口市 松之一連 西公民館　親子おはやし教室 300千円

26 埼玉県 川口市 川口市ふれあい能楽会 川口市ふれあい親子能楽教室 340千円

27 埼玉県 川口市 日本棋院川口支部 川口市ふれあい親子囲碁教室 322千円

28 埼玉県 川口市 川口こども将棋教室 川口こども将棋教室 500千円

29 埼玉県 行田市 扇由女会 日本舞踊と三味線親子教室 300千円

30 埼玉県 秩父市 篠葉社中 秩父屋台囃子教室 300千円

31 埼玉県 秩父市 吉田郷土会 秩父屋台囃子親子教室 300千円

32 埼玉県 所沢市 多文化多言語交流会 英語で茶道を体験しよう 300千円

33 埼玉県 本庄市 照青会 お囃子練習親子教室 500千円

34 埼玉県 本庄市 今井獅子舞保存会 今井獅子舞保存会伝統文化親子教室 322千円

35 埼玉県 本庄市 上町祭り囃子保存会 上町自治会祭り囃子親子教室 355千円

36 埼玉県 本庄市 上町囃子保存会 上町囃子親子教室 500千円

37 埼玉県 本庄市 泉町囃子保存会 泉町さんてこ囃子親子教室 450千円

38 埼玉県 本庄市 本街祭囃子保存会 本街祭囃子こども教室 319千円

39 埼玉県 本庄市 仲甼囃子保存會 仲甼囃子こども教室 450千円

40 埼玉県 本庄市 仲町山車囃子保存会 仲町山車囃子教室 329千円

41 埼玉県 本庄市 新町屋台囃子保存会 新町屋台囃子親子教室 450千円
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42 埼玉県 本庄市 台町八坂神社獅子舞保存会
台町の獅子舞親子教室及び台町祭囃
子親子教室

378千円

43 埼玉県 本庄市 七軒町山車祭礼保存会 七軒町囃子親子教室 380千円

44 埼玉県 本庄市 本町祭禮保存會 本町お囃子親子教室 350千円

45 埼玉県 本庄市
本庄市伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

本庄市伝統文化和装礼法親子教室 300千円

46 埼玉県 本庄市 東小平獅子舞保存会 小平獅子舞親子教室 350千円

47 埼玉県 春日部市 庄和川辺少年剣道クラブ 庄和川辺少年剣道クラブ親子教室 350千円

48 埼玉県 春日部市 豊野剣道会 豊野剣道親子教室 350千円

49 埼玉県 春日部市 春日部剣真会 春日部剣真会親子教室 299千円

50 埼玉県 春日部市 春日部剣道会 春日部剣道会親子教室 400千円

51 埼玉県 深谷市 九星書道会 深谷書道伝統文化親子教室 251千円

52 埼玉県 深谷市 稲荷町囃子連 深谷市稲荷町お祭り囃子親子教室 500千円

53 埼玉県 深谷市 西大沼青年部 深谷市西大沼お祭り囃子親子教室 500千円

54 埼玉県 深谷市 本住町祇園会 深谷市本住町お祭り囃子親子教室 450千円

55 埼玉県 深谷市 天神町神祇衆 深谷市天神町お祭り囃子親子教室 400千円

56 埼玉県 深谷市 本街楠木會 深谷市本町お祭り囃子親子教室 400千円

57 埼玉県 深谷市 田所町囃酔會 深谷市田所町三手古囃子親子教室 500千円

58 埼玉県 深谷市 錦町青年部 深谷市錦町お祭り囃子親子教室 450千円

59 埼玉県 深谷市 西嶋町囃子會 西嶋町屋台囃子教室 500千円

60 埼玉県 深谷市 岡上屋台囃子保存会 岡上屋台囃子継承事業 220千円

61 埼玉県 深谷市 岡獅子舞保存会 岡獅子舞継承事業 265千円

62 埼玉県 深谷市 東大沼東酔會 深谷市東大沼お祭り囃子親子教室 500千円
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63 埼玉県 深谷市 立街囃子會 深谷市相生町お祭り囃子親子教室 400千円

64 埼玉県 深谷市 仲町義深會 深谷市仲町お祭り囃子親子教室 400千円

65 埼玉県 深谷市 栄町青年部 深谷市栄町お祭り囃子親子教室 500千円

- 埼玉県 深谷市 深谷伝統文化事業実行委員会 深谷伝統文化親子教室事業 -

66 埼玉県 深谷市 深谷狂言普及実行委員会
深谷伝統文化親子教室事業「伝統の
喜劇に学ぶ 親子狂言教室」

300千円

67 埼玉県 深谷市 深谷いけばな普及実行委員会
深谷伝統文化親子教室事業「深谷
親子いけばな教室」

300千円

68 埼玉県 上尾市 古流松應会大宮支部 伝統文化いけばな・茶道親子教室 350千円

69 埼玉県 上尾市 上尾市文化団体連合会 伝統文化箏親子教室 300千円

70 埼玉県 上尾市 古流松東会 上尾親子いけばな教室 300千円

71 埼玉県 草加市 高砂少年剣道会 高砂少年剣道会親子教室 450千円

72 埼玉県 草加市 日本舞踊「花菱会」 草加市親子日本舞踊クラブ 300千円

73 埼玉県 草加市 睦会 睦会茶道親子教室 300千円

74 埼玉県 草加市
草加松原地区伝統文化いけばな親子
教室

草加松原地区伝統文化いけばな親子
教室

300千円

75 埼玉県 草加市
新田西地区伝統文化いけばな親子教
室

新田西地区伝統文化いけばな親子教
室

299千円

76 埼玉県 草加市 草加狂言普及実行委員会
草加伝統文化親子教室事業「伝統の
笑いに学ぶ　夏休み狂言教室」

300千円

77 埼玉県 草加市 草加市伝統文化和装礼法親子教室 草加市伝統文化和装礼法親子教室 300千円

78 埼玉県 越谷市
越谷市伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

越谷市伝統文化和装礼法親子教室 400千円

79 埼玉県 越谷市 花道茶道わかば会越谷支部 たんぽぽ親子茶道教室 288千円

80 埼玉県 越谷市 茶道裏千家こども教室　睦会 伝統文化親子教室 300千円

81 埼玉県 越谷市 閑越会 越谷こども能楽教室 348千円

82 埼玉県 越谷市 童子書道教室 童子書道親子教室 295千円
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83 埼玉県 越谷市 源徳館剣道教室 源徳館親子剣道教室 348千円

84 埼玉県 越谷市 桜南剣友会 桜南剣友会親子教室 500千円

85 埼玉県 越谷市 いけ花・茶道千好会 いけ花・茶道はなみずき子ども教室 315千円

86 埼玉県 蕨市 蕨市茶道連盟 伝統文化茶道教室 920千円

87 埼玉県 蕨市 蕨市邦楽舞踊連盟
伝統文化親子教室　日本舞踊をおど
りましょう

340千円

88 埼玉県 蕨市 蕨市「彩の花」 蕨市伝統文化いけばな親子教室 350千円

89 埼玉県 蕨市 蕨市双子織連盟
表装の技術を学ぶ。機織りの街わら
びの双子織の魅力を学ぶ。

122千円

90 埼玉県 戸田市 戸田将棋大会強化道場 戸田将棋大会強化道場 126千円

91 埼玉県 戸田市 戸田伝承あそびの会 戸田伝承あそびの会 300千円

92 埼玉県 入間市 入間市日本舞踊保存会 親子で楽しむ日本舞踊　ひかり会 350千円

93 埼玉県 朝霞市 福の会 福の会 445千円

94 埼玉県 朝霞市 日本棋院朝霞支部 日本棋院朝霞支部　こども囲碁教室 174千円

95 埼玉県 朝霞市 朝霞和装文化伝承会 伝統文化和装子ども教室 300千円

96 埼玉県 朝霞市
朝霞市伝統文化こども教室実行委員
会

伝統文化茶道親子教室事業 350千円

97 埼玉県 朝霞市 朝霞市土曜対策協議会
伝統文化いけばな子供教室(親子)事
業

350千円

98 埼玉県 志木市 宿組囃子連保存会 宿組のはやし　こども教室 342千円

99 埼玉県 志木市 市場はやし連 志木市市場地区囃子親子教室 400千円

100 埼玉県 志木市 日本舞踊　奈美扇会 日本舞踊　こども教室　わらべ 350千円

101 埼玉県 志木市
志木市伝統文化和装礼法親子教室
実行委員会

志木市伝統文化和装礼法親子教室 400千円

102 埼玉県 新座市 静花いけばなサークル 静花伝統文化こども教室 263千円

103 埼玉県 新座市 新座市日本舞踊子ども教室あやの会 新座市日本舞踊子ども教室 199千円
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104 埼玉県 桶川市 桶川三曲協会 子供のためのお箏教室 500千円

105 埼玉県 富士見市 こども日本舞踊教室小鈴会 こども日本舞踊教室小鈴会 300千円

106 埼玉県 富士見市
富士見市伝統文化和装礼法親子教室
実行委員会

富士見市伝統文化和装礼法親子教室 400千円

107 埼玉県 富士見市 伝統文化いけばな教室父母の会 子どもいけばな教室 300千円

108 埼玉県 富士見市
子ども伝統文化体験教室富士見事務
局

子ども伝統文化体験教室in富士見 200千円

109 埼玉県 幸手市 幸手囃子会 伝統文化親子お囃子教室 300千円

110 埼玉県 幸手市
いけばな幸手ふれあい教室実行委員
会

いけばな幸手ふれあい教室 91千円

111 埼玉県 幸手市 生花鈴木親子教室 生花鈴木親子教室 237千円

112 埼玉県 白岡市 白岡わくわく伝承あそびの会 白岡わくわく伝承あそびの会 300千円

113 埼玉県 小鹿野町 上町波歌囃子会 秩父囃子親子教室 300千円

114 埼玉県 小鹿野町 大塩野囃子会 屋台囃子親子教室 300千円

115 埼玉県 美里町 猪俣百八燈保存会 猪俣百八燈親子教室 350千円

116 埼玉県 美里町 関獅子舞保存会 「関の獅子舞」親子教室 188千円

117 埼玉県 美里町 広木屋台囃子保存会 広木お囃子教室 350千円

118 埼玉県 上里町 扇富三会 上里町日本舞踊こども教室 300千円

119 埼玉県 宮代町 宮代剣友会 宮代剣友会剣道親子教室 390千円

120 埼玉県 松伏町 松伏地区伝統文化いけばな親子教室 松伏地区伝統文化いけばな親子教室 275千円
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