
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 東京都 千代田区 古流理恩会 千代田区伝統文化親子いけばな教室 400千円

2 東京都 千代田区 千代田区お囃子親子教室 千代田区お囃子親子教室 300千円

3 東京都 千代田区 千代田区日舞親子教室 千代田区日舞親子教室 300千円

4 東京都 千代田区 伝統の橋がかり 千代田区夏休み伝統文化親子教室 500千円

5 東京都 千代田区 くまちゃん子ども囲碁教室
～豊かな心と夢を育む～子ども囲碁
教室

292千円

6 東京都 千代田区 秋葉原こども将棋教室 秋葉原こども将棋教室 500千円

7 東京都 中央区 中央区将棋同好会 中央区将棋同好会 360千円

8 東京都 中央区 公益財団法人松尾芸能振興財団 第６期　松尾塾伝統芸能 300千円

9 東京都 中央区 いけばな教室ソメイヨシノの会 中央区伝統文化親子いけばな教室 499千円

10 東京都 中央区 伝承者養成会実行委員会 中央区伝統文化親子教室事業 300千円

11 東京都 中央区 中央区お囃子親子教室 中央区お囃子親子教室 300千円

12 東京都 中央区 中央区日舞親子教室 中央区日舞親子教室 300千円

13 東京都 港区
港区伝統文化和装礼法親子教室実行
委員会

港区伝統文化和装礼法親子教室 300千円

14 東京都 港区
表参道地区伝統文化いけばな親子教
室

表参道地区伝統文化いけばな親子教
室

235千円

- 東京都 港区 港区伝統文化事業実行委員会 港区伝統文化体験教室事業 -

15 東京都 港区 日本舞踏　創舞流　善乃木会
港区伝統文化体験教室事業「古典芸
能の舞台を体験する親子教室！」

350千円

16 東京都 港区 港区あやめ会
港区伝統文化体験教室事業「放課後
こども日本舞踏教室」

300千円

17 東京都 港区 日本舞踏　華音会
港区伝統文化体験教室事業「こども
日本舞踊教室」

300千円

18 東京都 港区 港区・白金華錦会
港区伝統文化体験教室事業「日本舞
踊親子体験教室」

300千円

19 東京都 港区 S.Y.O.伝統文化書道会 S.Y.O.伝統文化書道教室 500千円

20 東京都 港区 音楽プロジェクトここふた 箏三味線教室　ことさん 350千円
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21 東京都 港区 西川流役員会港区支部 日本舞踊を踊りましょう 350千円

22 東京都 新宿区 公益財団法人日本舞踊振興財団 新宿区日本舞踊こども教室 415千円

23 東京都 新宿区 新宿こども将棋教室 新宿こども将棋教室 500千円

24 東京都 新宿区 一般社団法人　龍生華道会 伝統文化いけばなこども教室 499千円

25 東京都 文京区 公益社団法人宝生会 夏休み親子教室 450千円

26 東京都 文京区 西川流役員会城北地区支部 日本舞踊を踊りましょう 300千円

27 東京都 文京区 文京区囲碁指導者連絡会
夏休み子ども囲碁連続講座及び子ど
も囲碁連続教室

344千円

28 東京都 文京区 文京区三曲連盟
文京区小・中学校邦楽体験教室
箏＆三味線

400千円

29 東京都 文京区 文京区和装文化伝承会 伝統文化和装子ども教室 350千円

30 東京都 文京区 文京こども将棋教室 文京こども将棋教室 500千円

31 東京都 文京区 文京礼和会 和装礼法親子教室 320千円

32 東京都 文京区 若竹会 若竹会伝統文化茶道華道子供教室 350千円

33 東京都 文京区 和湧　太鼓打会 和太鼓　子共教室 350千円

34 東京都 台東区 台東区お囃子親子教室 台東区お囃子親子教室 300千円

35 東京都 台東区 台東区日舞親子教室 台東区日舞親子教室 400千円

36 東京都 台東区 台東伝統文化書道会 台東伝統文化書道教室 500千円

37 東京都 台東区 子供に能楽を普及する会
谷根千ちょっとだけ能れっすん for
kids

400千円

38 東京都 墨田区 墨田区和装礼法伝承の会 墨田区和装礼法教室 350千円

39 東京都 墨田区 箕輪家流墨田囃子保存会 すみだ囃子こども教室 296千円

40 東京都 墨田区 日本舞踊「さくら会」 伝統文化墨田区日本舞踊親子教室 300千円

41 東京都 墨田区 「舞の会」インターナショナル 寿々喜日舞教室 296千円
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42 東京都 墨田区 箕輪囃子横川粋鼓連 横川こどもお囃子教室 250千円

43 東京都 墨田区 すみだ和装会 浴衣・着物着用体験 300千円

44 東京都 墨田区 すみだ書道会 書道体験 200千円

45 東京都 墨田区 墨田区お囃子親子教室 墨田区お囃子親子教室 300千円

46 東京都 江東区 東大島子供将棋教室・仙将会 仙将会・子供将棋教室 400千円

47 東京都 江東区 江東区伝統文化活性化実行委員会 KOTOこども囲碁教室 400千円

48 東京都 江東区 深川棋遊会 深川棋遊会子供教室 450千円

49 東京都 江東区 アルファス棋友会 アルファス棋友会子ども将棋教室 400千円

50 東京都 江東区
江東区伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

江東区伝統文化和装礼法親子教室 300千円

51 東京都 江東区 江東区子ども囲碁特訓教室
囲碁キッズ、初段を目指せ大作
戦！！

400千円

52 東京都 江東区 扇美会 着付・日本舞踊親子教室 300千円

53 東京都 江東区 西川流役員会城東地区支部 日本舞踊を踊りましょう 300千円

54 東京都 江東区 西大島将棋会 西大島こども将棋教室 400千円

55 東京都 江東区 一般社団法人日本講談普及協会 講談チャレンジ！ 400千円

56 東京都 江東区 日本文化ごころの会 囲碁による伝統文化振興事業 500千円

57 東京都 江東区
公益財団法人江東区文化コミュニ
ティ財団

こどものための生け花・お茶教室 130千円

58 東京都 江東区 茶道裏千家百華の会 百華の会親子茶道 350千円

59 東京都 江東区 西大島でなな子を聴く会 落語の世界～こどもたちへ～ 400千円

60 東京都 江東区 江東伝統文化親子教室 江東伝統文化筆文字親子教室 379千円

61 東京都 品川区 品川伝統文化 生け花・茶道親子体験教室 450千円

62 東京都 品川区 叡智得留倶楽部
親子茶道教室「茶事『杓底ー残
水』」

300千円
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63 東京都 品川区 箏曲恭音会 こと親子教室 350千円

64 東京都 品川区 こども囲碁道場 こども囲碁道場 220千円

65 東京都 目黒区 目黒区華道茶道連盟 目黒区華道茶道連盟文化親子教室 336千円

66 東京都 目黒区 目黒区和装礼法伝承の会 目黒区和装礼法親子教室 300千円

67 東京都 目黒区
（東京都）特定非営利活動法人目黒
ユネスコ協会

伝統折り紙親子教室 100千円

68 東京都 目黒区 一般社団法人東池坊 青少年マナー教室 500千円

69 東京都 目黒区 目黒本町伝統文化書道会 目黒本町伝統文化書道教室 500千円

70 東京都 目黒区 自由が丘伝統文化書道会 自由が丘伝統文化書道会 500千円

71 東京都 大田区 大田区和装礼法伝承の会 大田区和装礼法教室 300千円

72 東京都 大田区 大田獅子舞クラブ 大田獅子舞クラブ 300千円

73 東京都 大田区 GOGOクラブ 囲碁教室 350千円

74 東京都 大田区 （一社）日本和楽器普及協会 楽しい琴教室 300千円

75 東京都 大田区 清流邦楽の会 大田区伝統文化親子教室　こと教室 300千円

- 東京都 大田区
大田区伝統文化を活かした地域活性
化事業実行委員会

大田区伝統文化活性化事業 -

76 東京都 大田区 創舞流　若星会
大田区伝統文化活性化事業「大田
区・こども日本舞踊教室」

300千円

77 東京都 大田区 大田区　白ゆり会
大田区伝統文化活性化事業「伝統文
化体験　放課後こども日本舞踊教
室」

300千円

78 東京都 大田区 日本舞踊　花菖蒲会
大田区伝統文化活性化事業「大田区
伝統文化体験・日本舞踊教室」

400千円

79 東京都 大田区 日本舞踊　花桜会
大田区伝統文化活性化事業「日本舞
踊　親子体験教室」

300千円

80 東京都 大田区 こども日本舞踊さつき会
大田区伝統文化活性化事業「池上こ
ども日本舞踊教室」

300千円

81 東京都 大田区 大田区　四条会
大田区伝統文化活性化事業「古典芸
能で舞台に上がろう！」

500千円

82 東京都 大田区 大田区　清新緑風の会
大田区伝統文化活性化事業「古典芸
能である日本舞踊の装いを学んで体
験！」

300千円
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83 東京都 大田区 掬乃会 大田区伝統文化子供教室 300千円

84 東京都 世田谷区
特定非営利活動法人小笠原流・小笠
原教場

流鏑馬子ども体験教室 300千円

85 東京都 世田谷区 和文化普及協会 小鼓で能の世界へ！ 350千円

86 東京都 世田谷区
世田谷地区伝統文化いけばなこども
教室

世田谷地区伝統文化いけばなこども
教室

344千円

87 東京都 世田谷区
裏千家淡交会東京第六東支部学校茶
道連絡協議会

世田谷区伝統文化茶道子供教室 450千円

88 東京都 世田谷区 礼和会 和装礼法親子教室 344千円

89 東京都 世田谷区 世田谷区花道茶道文化協会 世田谷区花道茶道伝統文化親子教室 400千円

90 東京都 世田谷区 花の教室ムーン 東京都世田谷区子ども教室 267千円

91 東京都 世田谷区 桜丘書道会 桜丘・笹原小学校習字教室 350千円

92 東京都 世田谷区 船橋書道会 経堂子ども習字教室 300千円

93 東京都 世田谷区 みやびの和 日本のみやびを楽しもう！ 350千円

94 東京都 世田谷区 古流東洋会 自然と親しむいけばな教室 300千円

95 東京都 渋谷区
渋谷区立加計塚小学校施設開放運営
委員会

加計塚小学校将棋教室 440千円

96 東京都 渋谷区 渋谷こども将棋教室 渋谷こども将棋教室 500千円

97 東京都 渋谷区 恵比寿こども将棋教室 恵比寿こども将棋教室 400千円

98 東京都 渋谷区 渋谷区美竹こども将棋教室 渋谷区美竹こども将棋教室 400千円

99 東京都 渋谷区
千駄ヶ谷伝統文化将棋教室を応援す
る会

千駄ヶ谷伝統文化将棋教室 340千円

100 東京都 渋谷区 将棋を楽しむ会 将棋を楽しむ会 260千円

101 東京都 杉並区
杉並地区伝統文化いけばなこども教
室　実行委員会

杉並地区伝統文化いけばなこども教
室

390千円

102 東京都 杉並区 吉岡邦楽社 親子で奏でるおことの教室 349千円

103 東京都 杉並区 杉並区日舞親子教室 杉並区日舞親子教室 300千円
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104 東京都 杉並区 杉並茶道会 杉並茶道会伝統文化親子教室 250千円

105 東京都 杉並区 日本将棋連盟棋友館支部父母の会 杉並区伝統文化将棋教室 300千円

106 東京都 杉並区 Salon de cacco, むすびスクール 345千円

107 東京都 杉並区 日本茶道塾　杉並支部 杉並こども茶道教室 235千円

108 東京都 杉並区 高井戸第四小学校支援本部 高四小囲碁将棋教室 230千円

109 東京都 杉並区 けやきスクール実行委員会 けやきスクール実行委員会 400千円

110 東京都 杉並区 方南小学校支援本部 書道教室 256千円

111 東京都 杉並区 三谷伝統文化子ども教室実行委員会 三谷伝統文化子ども教室 495千円

112 東京都 杉並区 善福寺和太鼓クラブ 善福寺和太鼓クラブ 334千円

113 東京都 豊島区 みなとむすぶGOHAN PROJECT 親子で昔ながらの伝統食作り教室 350千円

114 東京都 豊島区 公益社団法人　松風花道会 伝統文化親子いけばな教室 81千円

115 東京都 豊島区 長唄　智の会 伝統文化体験　親子三味線教室 400千円

116 東京都 豊島区 リトルエールズ リトルエールズ茶道教室 350千円

117 東京都 豊島区 公益財団法人としま未来文化財団
次世代育成事業　こども日本舞踊教
室

300千円

118 東京都 豊島区 音輪会 子ども邦楽合奏団　音輪会 300千円

119 東京都 豊島区 池袋こども将棋教室 池袋こども将棋教室 500千円

120 東京都 北区 松風会 伝統文化茶道華道親子教室 270千円

121 東京都 北区 赤羽南自治会 赤羽南自治会お囃子教室 300千円

122 東京都 北区 北っ子日本舞踊わらべ 伝統文化日本舞踊＆マナー教室 300千円

123 東京都 北区 七桜会 神社で舞おう！夏休み親子日舞教室 291千円

124 東京都 北区 茶道裏千家清風会 文化庁伝統文化親子教室茶道 207千円
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- 東京都 荒川区 荒川区文化団体 荒川区伝統文化子ども体験教室 -

125 東京都 荒川区
荒川区文化団体連盟（荒川区囲碁連
盟）

伝統文化こども囲碁体験教室 330千円

126 東京都 荒川区
荒川区文化団体連盟（荒川区華道茶
道文化会）

荒川区華道茶道文化会 350千円

127 東京都 荒川区
荒川区文化団体連盟（荒川区書道連
盟）

荒川区山吹子ども書道教室 263千円

128 東京都 荒川区
荒川区文化団体連盟（荒川区大太鼓
連盟）

荒川区子ども和太鼓教室 300千円

129 東京都 荒川区
荒川区文化団体連盟（荒川区日本舞
踊連盟）

荒川区子どものための日本舞踊教室 350千円

130 東京都 荒川区
荒川区文化団体連盟（荒川区邦楽連
盟）

大門子筝クラブ 100千円

131 東京都 荒川区
荒川区文化団体連盟（荒川区民謡協
会）

荒川区子ども民謡教室 250千円

132 東京都 荒川区 ひぐらし剣道教室 剣道親子教室 245千円

133 東京都 荒川区 荒川区伝統文化書道会 荒川区伝統文化書道教室 500千円

134 東京都 板橋区 板四剣道同好会 板四小親子剣道教室 400千円

135 東京都 板橋区 板橋区きもの伝統文化保存会
「きものゝ着装」と「作法」を学ぶ
親子教室

348千円

136 東京都 板橋区
小豆沢伝統文化子ども教室実行委員
会

小豆沢伝統文化子ども教室 500千円

137 東京都 板橋区 おもてなし和文化の会 伝統文化親子きもの教室 300千円

138 東京都 練馬区 古流正華道　師範会
子ども　いけばな教室～日本伝統文
化を学ぶ～

350千円

139 東京都 練馬区 晃桜会 晃桜会　茶道　伝統文化親子教室 297千円

140 東京都 練馬区 練馬かるたキッズクラブ
レッツトライ＆エンジョイ　かるた
(百人一首・俳句)教室

98千円

- 東京都 練馬区
練馬区伝統文化親子教室事業実行委
員会

練馬区伝統文化親子教室事業 -

141 東京都 練馬区 創美流知香會練馬支部
練馬区伝統文化親子教室事業「伝統
文化　練馬子どもいけばな教室」

300千円

142 東京都 練馬区 練馬茶道体験教室実行委員会
練馬区伝統文化親子教室事業「伝統
文化　練馬茶道体験教室」

300千円

143 東京都 練馬区 練馬区日本舞踊保存会 練馬区日本舞踊子供教室 450千円
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144 東京都 足立区 興本倶楽部 和太鼓教室 200千円

145 東京都 足立区 江戸あだち太鼓　大鷲会 江戸あだち太鼓親子教室 350千円

146 東京都 足立区 楽踊会 伝統文化日本舞踊親子教室 270千円

147 東京都 足立区 花畑大鷲神社神太鼓 和太鼓親子教室 300千円

148 東京都 足立区 神田囃子　千四会 神田囃子　千四会　親子教室 398千円

149 東京都 足立区 茶道裏千家こども教室睦会 茶道こども教室 300千円

150 東京都 足立区 日本舞踊　親子教室　智美香会 伝統文化足立区日本舞踊親子教室 300千円

151 東京都 足立区 足立区日本舞踊教室「樹の会」
伝統文化足立区日本舞踊親子教室
「もも組」

300千円

152 東京都 足立区 足立区華道茶道協会 足立区華道茶道伝統文化親子教室 374千円

153 東京都 足立区 五反野祭囃子保存会 伝統文化親子教室 280千円

154 東京都 足立区 千寿伝統文化を広める会 親子お箏教室 300千円

155 東京都 足立区 松葉流師範会 伝統文化いけばな親子教室 350千円

156 東京都 足立区 藤の美会 日本舞踊教室 300千円

157 東京都 足立区 高野箕濃が谷囃子保存会 囃子親子教室 300千円

158 東京都 足立区 足立こども将棋教室 足立こども将棋教室 500千円

159 東京都 葛飾区 上平井剣友会 上平井剣道こども教室 399千円

160 東京都 葛飾区 梅本少年剣友会 梅本少年剣道親子教室 500千円

161 東京都 葛飾区 高砂伝統文化書道会 高砂伝統文化書道教室 500千円

162 東京都 葛飾区 葛飾伝統文化書道会 葛飾伝統文化書道教室 500千円

163 東京都 葛飾区 水墨画葛飾の会 水墨画教室 500千円

164 東京都 葛飾区 新小岩南地域まちづくり協議会 親子和太鼓体験教室 300千円
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165 東京都 葛飾区 端唄　日姫会 端唄親子教室 254千円

166 東京都 葛飾区 葛飾区華道茶道会 茶の湯子供教室 201千円

167 東京都 葛飾区 金町日本舞踊こども教室 金町日本舞踊こども教室 177千円

168 東京都 葛飾区 生田流筝曲　糺葉會 葛飾お箏親子教室 350千円

169 東京都 葛飾区 新宿剣友会 新宿剣道教室 367千円

170 東京都 江戸川区 江戸川区芸能文化協会 日本舞踊親子教室 500千円

171 東京都 江戸川区 香葉会 いけばな教室 258千円

172 東京都 江戸川区 江戸川区囲碁連盟 江戸川区親子囲碁教室 500千円

173 東京都 江戸川区 日本サンセットクラブさくら囲碁会 小松川地区他親子囲碁教室 500千円

174 東京都 江戸川区 南小岩囲碁クラブ 小岩地区他親子囲碁教室 500千円

175 東京都 江戸川区 子供おもしろ囲碁教室 葛西地区他親子囲碁教室 500千円

176 東京都 八王子市
裏千家淡交会東京第八西学校茶道連
絡協議会

茶道子ども教室 295千円

177 東京都 八王子市 大横町囃子連 祭り囃子親子教室 300千円

178 東京都 八王子市 てんた会囃子連 お囃子　子供教室 350千円

179 東京都 八王子市 浅川囃子連 浅川囃子連親子教室 180千円

180 東京都 八王子市
「伝統文化こども教室」日本舞踊
八王子

第10回「伝統文化こども教室」日本
舞踊　八王子

300千円

181 東京都 八王子市 いけ花教室　彩の会 伝統文化親子教室　いけ花 350千円

182 東京都 八王子市 八王子囲碁連盟 子ども囲碁教室 431千円

183 東京都 八王子市 元横囃子連鼓会 お囃子親子教室 300千円

184 東京都 八王子市 西三こども囃子連 西三こども囃子連 270千円

185 東京都 八王子市 八王子車人形後援会 夏休みこども車人形教室 300千円
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186 東京都 八王子市 宮下囃子保存会 宮下囃子伝統文化親子教室 300千円

- 東京都 八王子市 八王子伝統文化事業実行委員会 八王子市伝統文化親子教室事業 -

187 東京都 八王子市 創美流八王子支所
八王子市伝統文化親子教室事業「伝
統文化八王子いけばな教室」

350千円

188 東京都 八王子市 茶道脩靜庵八王子支所
八王子市伝統文化親子教室事業「八
王子子ども茶の湯教室」

300千円

189 東京都 八王子市 片倉地区伝統文化いけばな親子教室 伝統文化いけばな親子片倉教室 300千円

190 東京都 八王子市 八王子市和装礼法親子教室 八王子市和装礼法親子教室 284千円

191 東京都 八王子市 八王子市将棋同好会 八王子市こども将棋教室 350千円

192 東京都 八王子市 諏訪囃子連 お囃子教室 450千円

193 東京都 八王子市 伝統文化ふれあい事業実行委員会
伝統文化ふれあい事業　写し絵制
作・発表体験教室

350千円

194 東京都 八王子市 八櫻會 八櫻お囃子親子教室 300千円

195 東京都 八王子市 古流東洋会水墨花点前　八王子支部 自然と親しむいけばな教室 350千円

196 東京都 八王子市
特定非営利活動法人　地域住民の安
全生活応援団

日本舞踊・武道親子教室 350千円

197 東京都 八王子市 いけばなグループ「いぶき」 台町いけばな教室 350千円

198 東京都 立川市 立川羽三囃子連 立川羽三囃子親子教室 300千円

199 東京都 立川市 高松町お囃子保存会 高松町お囃子親子教室 300千円

200 東京都 立川市 諏訪はやし連 諏訪はやし連親子教室 265千円

201 東京都 立川市 曙東はやし連 おはやし親子教室 300千円

202 東京都 立川市 錦東会はやし連 錦東会はやし連親子教室 350千円

203 東京都 立川市 立川にしきの会いけばな教室 伝統文化いけばなこども・親子教室 230千円

204 東京都 立川市 立川市獅子舞芸能保存会 立川市獅子舞・棒仕いの伝承教室 300千円

205 東京都 立川市 伶華会 伶華会 214千円
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206 東京都 立川市 殿ヶ谷十二支はやし連 殿ヶ谷おはやし親子教室 300千円

207 東京都 立川市 五月はやし連 立川市五月はやしこども教室 300千円

208 東京都 立川市 立川錦囃子連 お囃子親子教室 300千円

209 東京都 武蔵野市
武蔵野地区伝統文化いけばな親子教
室

武蔵野地区伝統文化いけばな親子教
室

148千円

210 東京都 武蔵野市 武蔵野日本舞踊連盟 日本舞踊こども教室　二藍会 300千円

211 東京都 武蔵野市 むさしの子ども能楽クラブ むさしの子ども能楽クラブ 300千円

212 東京都 武蔵野市 公益財団法人武蔵野文化事業団 子ども茶道教室 250千円

213 東京都 三鷹市 三鷹市将棋同好会 三鷹市こども将棋教室 300千円

214 東京都 三鷹市
特定非営利活動法人夢育支援ネット
ワーク

きらめき囲碁クラブ 450千円

215 東京都 三鷹市 三鷹市和装礼法伝承の会 和装礼法茶道の親子教室 350千円

216 東京都 三鷹市 一般社団法人三鷹学園 三鷹学園茶道ジュニアクラス 500千円

217 東京都 青梅市 西分町囃子連 西分町囃子連 350千円

218 東京都 青梅市 日向和田囃子連 日向和田おはやし親子教室 300千円

219 東京都 青梅市 師岡囃子連 師岡おはやし親子教室 280千円

220 東京都 府中市 府中市謡曲連盟 子ども仕舞体験教室 237千円

221 東京都 府中市 府中地区いけばなこども教室 府中地区伝統文化いけばな親子教室 348千円

222 東京都 府中市 府中市囲碁連盟 初級子供囲碁教室 300千円

223 東京都 府中市 日本将棋連盟棋心支部 府中市こども将棋教室 350千円

224 東京都 府中市 多摩地区将棋愛好会 多摩地区こども将棋教室 450千円

225 東京都 府中市 府中囃子保存会 府中囃子伝承事業親子教室 500千円

226 東京都 府中市 府中三絃愛好会 伝統文化親子教室（邦楽体験教室） 650千円
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227 東京都 昭島市 昭島三曲会 第13回お箏体験教室 266千円

228 東京都 調布市
若葉地区いけばな子ども教室実行委
員会

若葉地区いけばな子ども教室 182千円

229 東京都 調布市 菊野台地区いけばな教室
菊野台地区伝統文化いけばな親子教
室

398千円

230 東京都 調布市 邦楽三味線玉ごの會 長唄三味線親子教室　玉ごの會 840千円

231 東京都 調布市 調布市将棋連盟 調布市こども将棋教室 400千円

232 東京都 調布市
公益財団法人　調布市文化・コミュ
ニティ振興財団

和の響き　箏 288千円

233 東京都 調布市 日本舞踊舞の会 日本舞踊舞の会 850千円

234 東京都 調布市 創美流多摩中央支部 伝統文化　調布いけばな教室 300千円

235 東京都 調布市 親子のための伝統音楽教室 親子のための伝統音楽教室 350千円

236 東京都 調布市
調布伝統文化小原流こども教室実行
委員会

いけばな子供教室「千の花てまり」 300千円

237 東京都 調布市 調布いけばなこどもクラブ いけばな子供教室「花きらら」 300千円

238 東京都 調布市 調布囲碁連盟 こども囲碁教室 200千円

239 東京都 調布市 平成尺八塾鳳竹会 調布市伝統文化箏尺八親子教室 467千円

240 東京都 調布市 上ノ原地区いけばな子ども教室 上ノ原地区いけばな子ども教室 376千円

241 東京都 調布市 邦楽みなの会 伝統文化　箏　親子教室 395千円

242 東京都 調布市 花大好き会 伝統文化親子生け花教室 350千円

- 東京都 調布市 調布伝統文化継承実行委員会 伝統遊びを楽しもうIN調布 -

243 東京都 調布市 百人一首を受け継ぐ会 伝統遊びを楽しもうIN調布 350千円

244 東京都 調布市 和太鼓を受け継ぐ会 伝統遊びを楽しもうIN調布 350千円

245 東京都 町田市
相原伝統文化和装礼法こども教室実
行委員会

大戸伝統文化和装礼法こども教室 300千円

246 東京都 町田市 矢部はやし連 矢部はやし子ども教室 300千円
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247 東京都 町田市
町田市伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

町田市伝統文化和装礼法親子教室 350千円

248 東京都 町田市 まちいち「お箏の会」 まちいち「お箏の会」 400千円

249 東京都 小金井市 五色百人一首に親しむ会 日本の遊びに親しもう 700千円

250 東京都 小金井市
特定非営利活動法人ＴＯＳＳ授業技
量検定

かるたで遊ぼう 800千円

251 東京都 小金井市 はなびら会実行委員会 子どもいけばな教室 400千円

252 東京都 小平市 菊川流日本舞踊教室　英会 小平市こども日本舞踊教室 350千円

253 東京都 小平市 国際交流茶道なでしこ会 茶道親子教室 350千円

254 東京都 小平市 国際交流さくら会 国際交流さくら会華道親子教室 350千円

255 東京都 小平市 鼓笑 伝統文化和太鼓親子教室 in 小平 450千円

256 東京都 小平市 いけばな花舞
伝統文化親子教室事業　いけばな花
舞

265千円

257 東京都 小平市 五色百人一首を伝える会 日本の伝統文化に親しもう 800千円

258 東京都 小平市 つくし華道親子教室 つくし華道親子教室 277千円

- 東京都 小平市 こだいら十四でんとうぶんか会 こだいら十四でんとうぶんか会 -

259 東京都 小平市 こだいら十四小将棋の会 こだいら十四でんとうぶんか会 780千円

260 東京都 小平市 こだいら十四小和太鼓の会 こだいら十四でんとうぶんか会 400千円

- 東京都 小平市
小平伝統文化親子教室事業実行委員
会

小平伝統文化親子教室事業 -

261 東京都 小平市 日本舞踊　創舞流　鳳扇会
小平伝統文化親子教室事業「伝統文
化体験・こども日本舞踊体験教室」

300千円

262 東京都 小平市
伝統文化体験　こども日本舞踊　つ
つじ会

小平伝統文化親子教室事業「放課後
こども日本舞踊教室」

350千円

263 東京都 小平市
特定非営利活動法人　いけはな
works小平市支部

小平伝統文化親子教室事業「小平
子どもいけばな教室」

300千円

264 東京都 小平市 小平　日本文化体験教室実行委員会
小平伝統文化親子教室事業「日本文
化　学習体験教室」

350千円

265 東京都 小平市
こだいら伝統文化体験教室実行委員
会

小平伝統文化親子教室事業「秋の行
事に親しむ　菊の節句体験教室」

350千円
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266 東京都 小平市 日本舞踊　紫峰会
小平伝統文化親子教室事業「古典芸
能である日本舞踊で舞台を体験」

350千円

267 東京都 小平市 伝統文化体験教室実行委員会
小平伝統文化親子教室事業「七夕ま
つり　子ども体験教室」

350千円

268 東京都 小平市 小平茶道体験教室実行委員会
小平伝統文化親子教室事業「子ども
茶道体験教室」

350千円

269 東京都 小平市 小平狂言普及実行委員会
小平伝統文化親子教室事業「夏休み
狂言教室」

300千円

- 東京都 日野市
日野市子ども文化芸術事業実行委員
会

日野市子ども文化芸術事業 -

270 東京都 日野市 いけばなグループ「ふあり」 日野市子ども文化芸術事業 350千円

271 東京都 日野市 日野市東部和装礼法親子教室 日野市東部和装礼法親子教室 300千円

272 東京都 日野市
日野市子ども文化芸術事業実行委員
会　豊田和装礼法親子教室

豊田和装礼法親子教室 300千円

273 東京都 日野市 いけばな「桃花会」
日野市子ども文化芸術事業実行委員
会

300千円

274 東京都 日野市 邦楽研究グループ和歌紗会 日野市子ども文化芸術事業 300千円

275 東京都 日野市
日野市伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

日野みなみ和装礼法親子教室 300千円

276 東京都 日野市 筝曲かつの会 日野伝統文化こどもお筝教室 350千円

277 東京都 日野市 日野市将棋愛好会 日野市こども将棋教室 300千円

278 東京都 東村山市 いけばな「さくら会」 さくら会「いけばな教室」 350千円

279 東京都 国分寺市
国分寺市伝統文化和装礼法親子教室
実行委員会

国分寺市伝統文化和装礼法親子教室 400千円

280 東京都 国分寺市 こくぶんじジュニア茶会親子講座 令和３年度一小・本多茶道親子講座 350千円

281 東京都 国分寺市
こくぶんじジュニア茶会光・恋ヶ窪
親子教室

令和３年度光・恋ヶ窪茶道親子講座 300千円

282 東京都 国分寺市
こくぶんじジュニア茶会西国分寺親
子教室

令和３年度四小午前・午後茶道親子
講座

300千円

283 東京都 国分寺市 いけばな緑泉会 伝統文化いけばな親子教室 400千円

284 東京都 福生市 千衛里会 福生日本文化こども教室 350千円

- 東京都 福生市 福生市伝統文化委員会 伝統文化親子教室事業 -
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285 東京都 福生市 福生市伝統文化委員会（演示） 伝統文化親子教室事業 400千円

286 東京都 福生市 福生市伝統文化委員会（展示） 伝統文化親子教室事業 500千円

287 東京都 狛江市 箏曲多摩の音会 伝統文化親子三味線教室 350千円

288 東京都 狛江市 箏曲あさの会 伝統文化お箏教室 450千円

289 東京都 狛江市 狛江和紙芸術の会 和紙芸術で狛江の伝統行事を学ぶ会 350千円

290 東京都 狛江市 金春流能楽師中村昌弘後援会 狛江能楽教室 350千円

291 東京都 狛江市 きんたの会 和太鼓と七頭舞親子体験教室 350千円

292 東京都 狛江市 箏曲正音会 狛江琴子ども教室 400千円

293 東京都 東大和市 いけばなグループ「マトリカリア」 東大和市中央いけばな子ども教室 350千円

294 東京都 東大和市
東大和伝統文化（茶道・書道・華
道）こども教室実行委員会

東大和こども・親子茶道教室 285千円

295 東京都
東久留米

市
瀬音の会 東久留米市　子どもお箏教室 300千円

- 東京都
東久留米

市
東久留米市文化芸術創造のまち実行
委員会

東久留米市伝統文化親子教室事業 -

296 東京都
東久留米

市
日本舞踊 創舞流 広扇会

東久留米市伝統文化親子教室事業
「古典芸能を体験！舞台に上がろ
う！」

400千円

297 東京都
東久留米

市
東久留米　はなみずき会

東久留米市伝統文化親子教室事業
「伝統文化体験・こども日本舞踊体
験教室」

350千円

298 東京都
東久留米

市
東久留米市伝統文化体験　華鈴会

東久留米市伝統文化親子教室事業
「放課後こども日本舞踊教室」

350千円

299 東京都
東久留米

市
創美流鴻月會

東久留米市伝統文化親子教室事業
「子どもいけばな教室」

300千円

300 東京都
東久留米

市
全国渡辺会

東久留米市伝統文化親子教室事業
「茶道文化に親しむ　子ども教室」

300千円

301 東京都
東久留米

市
多摩書道研究會　輪書會

東久留米市伝統文化親子教室事業
「子ども書道教室」

300千円

302 東京都
東久留米

市
小笠原新流　梧桐會

東久留米市伝統文化親子教室事業
「子ども着付け教室」

300千円

303 東京都
東久留米

市
伝統文化体験ひがしくるめ会

東久留米市伝統文化親子教室事業
「日本の祭り行事を学び　体験する
教室」

300千円

304 東京都
東久留米

市
東久留米雅楽会

東久留米市伝統文化親子教室事業
「東久留米子ども雅楽教室」

300千円
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305 東京都
東久留米

市
創美流東京中央支部

東久留米市伝統文化親子教室事業
「新年行事を学ぶ　子ども教室」

300千円

306 東京都
東久留米

市
東久留米　清新緑風の会

東久留米市伝統文化親子教室事業
「古典芸能である日本舞踊の装いを
学んで体験！」

350千円

307 東京都
東久留米

市
日本文化伝承教室実行委員会

東久留米市伝統文化親子教室事業
「七夕行事　体験教室」

300千円

308 東京都
東久留米

市
筝道普及委員会　菊音會

東久留米市伝統文化親子教室事業
「子ども　筝曲教室」

300千円

309 東京都
東久留米

市
東久留米　楽鼓 東久留米和太鼓親子教室 450千円

310 東京都
武蔵村山

市
武蔵村山市日本舞踊教室「華の会」

武蔵村山市日本舞踊親子教室「さく
ら組」

300千円

311 東京都 多摩市 多摩市民謡連盟 多摩市民謡連盟 350千円

312 東京都 多摩市 多摩地区伝統文化いけばな親子教室 伝統文化いけばな親子多摩教室 400千円

313 東京都 多摩市 多摩市和紙人形連盟 昌子和紙人形教室 300千円

314 東京都 多摩市 多摩市伝統文化を伝える会 日本の伝統文化に親しもう 154千円

315 東京都 多摩市 多摩市囲碁連盟 子ども囲碁教室 400千円

316 東京都 多摩市 多摩市将棋同好会 多摩市こども将棋教室 300千円

317 東京都 多摩市 公益財団法人多摩市文化振興財団 パルテノン多摩　市民舞台芸術学校 300千円

318 東京都 多摩市 せいせきいけ花会 せいせき　子どもいけ花教室 300千円

319 東京都 多摩市 多摩市華道連盟 多摩　子どもいけ花教室 300千円

320 東京都 多摩市 多摩市古典芸能に親しむ会 多摩市古典芸能子供教室 400千円

321 東京都 多摩市 たちばなの会 こども三味線教室 400千円

322 東京都 多摩市 山神社親子お囃子教室 山神社親子お囃子教室 480千円

323 東京都 多摩市 多摩市詩吟連盟 詩吟指導、鑑賞、発表 150千円

324 東京都 稲城市 箏曲さくらの会 伝統文化親子おこと教室 400千円

325 東京都 稲城市 稲城市将棋同好会 稲城市こども将棋教室 350千円
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326 東京都 稲城市
稲城市伝統文化和装礼法親子教室実
行委員会

稲城市伝統文化和装礼法親子教室 300千円

327 東京都 稲城市 稲城市華道協会 いなぎ伝統文化いけばな子ども教室 343千円

328 東京都 稲城市 いけばなグループはなる 稲城市伝統文化いけばなこども教室 300千円

329 東京都 羽村市 羽村市日本舞踊若竹の会 羽村市伝統文化日本舞踊こども教室 218千円

330 東京都 羽村市 羽村市いけばなさくら会 伝統文化いけばなこども教室 350千円

- 東京都 西東京市
西東京市親子体験教室事業実行委員
会

西東京市親子体験教室事業 -

331 東京都 西東京市 HOYAHOYAclub
西東京市親子体験教室事業「西東京
市　箏曲親子教室」

300千円

332 東京都 西東京市 日本舞踊　創舞流　吉野会
西東京市親子体験教室事業「伝統文
化親子体験・古典芸能で舞台に上が
ろう！」

300千円

333 東京都 西東京市 創美流城西支部
西東京市親子体験教室事業「田無
いけばな子ども教室」

300千円

334 東京都 西東京市 西東京市　鳳仙会
西東京市親子体験教室事業「伝統文
化体験教室・こども日本舞踊」

300千円

335 東京都 西東京市 天祐会
西東京市親子体験教室事業「伝統文
化親子体験教室　日本舞踊教室」

300千円

336 東京都 西東京市 田無雅楽普及委員会
西東京市親子体験教室事業「田無
子ども雅楽教室」

300千円

337 東京都 西東京市 西東京市　清新緑風の会
西東京市親子体験教室事業「着物の
装いを学んで体験！」

300千円

338 東京都 瑞穂町 石畑重松囃子連 石畑重松ばやし子供教室 300千円

339 東京都 日の出町 桜木囃子保存会 桜木まつり囃子教室 350千円

340 東京都 日の出町 鳳凰の舞保存会 鳳凰の舞親子教室 350千円

341 東京都 日の出町 日の出町平井志茂町囃子保存会 平井志茂町祭り囃子親子教室 300千円

342 東京都 日の出町 長井水口囃子保存会 長井・水口地区親子囃子教室 300千円

343 東京都 日の出町 日の出町郷土芸能保存会
第24回日の出町郷土芸能まつり～祭
りが繋ぐ親子の絆～

350千円

344 東京都 小笠原村 小笠原文化遺産活用実行委員会 小笠原村伝統文化茶道教室 300千円

- 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 -
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345 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 300千円

- 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 -

346 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

300千円

- 東京都 港区 公益財団法人日本吟剣詩舞振興会 吟剣詩舞親子教室 -
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