
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２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 申請者名 補助事業名
採択額
（円）

法人番号

1 滋賀県 大津市 一般社団法人京都能楽囃子方同明会 令和2年度大津こども能楽囃子教室 172,000

2 滋賀県 大津市 一般社団法人京都能楽囃子方同明会 令和2年度京都こども能楽囃子教室 232,000

3 滋賀県 大津市 喫茶去の会 こども茶道教室 271,000

4 滋賀県 大津市 華道家元池坊湖西支部 伝統文化子ども教室　ひまわりの会 316,000

5 滋賀県 大津市 創美流華道後援會大津支部 近江　親子いけばな教室 258,000

6 滋賀県 大津市
大津市西部伝統文化和装礼法親子教室実行委
員会

大津市西部和装礼法親子教室 326,000

7 滋賀県 大津市 和遊の会 日本舞踊体験教室 258,000

8 滋賀県 大津市 大津・将棋を孫に伝える会 親子将棋教室 172,000

9 滋賀県 大津市 音羽流滋賀邦舞研究会 近江っ子日本舞踊教室 302,000

10 滋賀県 大津市 伝統文化こどもいけ花教室　里山の会 伝統文化こどもいけ花教室　里山の会 257,000

11 滋賀県 大津市 東大津装道和装礼法教室 東大津伝統文化和装礼法親子教室 302,000

12 滋賀県 大津市 生田流正派湖都美会大津支部 お琴を弾いてみよう！！ 258,000

13 滋賀県 大津市 滋賀学区伝統文化親子教室 滋賀学区伝統文化親子教室 302,000

14 滋賀県 大津市 伝統文化こども教室　大津 伝統文化こども教室　大津 198,000

15 滋賀県 彦根市
彦根市伝統文化和装礼法親子教室　実行委員
会

彦根市伝統文化親子教室 345,000

16 滋賀県 長浜市 一般社団法人長浜市相撲連盟 長浜相撲教室 302,000

17 滋賀県 長浜市 冨田人形共遊団ジュニアクラス 人形浄瑠璃 215,000

18 滋賀県 近江八幡市 北里伝統文化教室実行委員会 北里こども茶道 302,000

19 滋賀県 近江八幡市 近江八幡市和装礼法こども教室実行委員会 近江八幡市和装礼法こども教室 345,000

20 滋賀県 近江八幡市 茶道なごみ会 親子茶道教室 340,000

21 滋賀県 近江八幡市 滋賀県青少年和の舞団「翼」 「翼」日本舞踊教室 258,000

22 滋賀県 近江八幡市 近江子ども体験親子教室 伝統文化親子教室 204,000

23 滋賀県 草津市 草津いけばな茶道教室 草津いけばな茶道教室 417,000

24 滋賀県 草津市 練武館空手道空心会 空手道草津親子教室 302,000

25 滋賀県 草津市 練心館空手道良心会 空手道老上親子教室 241,000

26 滋賀県 草津市
特定非営利活動法人NPO子どもネットワークセン
ター天気村

健常児と障がい児との交流茶道教室 122,000

27 滋賀県 草津市 草津市装道和装礼法子ども教室実行委員会 草津市ゆかたとマナーの親子教室 290,000

28 滋賀県 草津市 湖響太鼓 和太鼓・笛親子教室 302,000

29 滋賀県 草津市 音羽菊女治会 日本舞踊親子教室 345,000

30 滋賀県 草津市 生田流正派湖都美会 お琴を弾いてみよう！！ 258,000

31 滋賀県 守山市 「子ども将棋教室」ボランティアサポーターの会 子どもいきいき体験教室 141,000
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32 滋賀県 守山市 守山三曲会 お箏っ子合奏教室 431,000

33 滋賀県 守山市 もりやまっ子文化教室 もりやまっ子文化教室 421,000

34 滋賀県 守山市 守山かるた会 守山こどもかるた教室 280,000

35 滋賀県 守山市 草月会　滋賀支部 びわっ子花教室 258,000

36 滋賀県 守山市 守山陶芸こども教室実行委員会 守山陶芸こども教室 431,000

37 滋賀県 守山市 守山市文化協会 伝統文化子供いけ花教室「花とあそぼ」 387,000

38 滋賀県 守山市 子ども体験ネットワーク 五色百人一首守山教室 379,000

39 滋賀県 守山市 幸津川伝統文化保存継承講座塾 伝統文化継承教室 404,000

40 滋賀県 栗東市 栗東市伝承あそび子ども教室実行委員会 伝承あそび親子教室 310,000

41 滋賀県 甲賀市 甲賀市装道和装礼法子ども教室実行委員会 甲賀市ゆかたとマナーの親子教室 258,000

42 滋賀県 甲賀市 水口ばやし　水口囃舎 水口曳山囃子子ども教室 258,000

43 滋賀県 甲賀市 一般社団法人水口岡山城の会
水口伝統食品　かんぴょう作り体験　水口囃子体
験

345,000

44 滋賀県 甲賀市 地域で創る土曜日「夢の学習」水口支部 地域で創る土曜日夢の学習 862,000

45 滋賀県 甲賀市 地域で創る土曜日「夢の学習」甲南支部 地域で創る土曜日夢の学習 862,000

46 滋賀県 甲賀市 紫香楽土の子会 小学生作陶教室 245,000

47 滋賀県 甲賀市 日本舞踊グループ滋賀庸寿会 伝統文化　日本舞踊水口こども教室 302,000

48 滋賀県 湖南市 湖南市伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 湖南市伝統文化和装礼法親子教室 302,000

49 滋賀県 高島市 お花に親しもう教室 お花に親しもう教室 71,000

50 滋賀県 高島市 将棋にふれる会 将棋文化教室 163,000

51 滋賀県 東近江市 東近江大凧保存会
東近江大凧後継者育成事業「チャレンジ”大凧”
2020」

215,000

52 滋賀県 東近江市 伝統文化アチーブメント 子ども伝統文化教室 224,000

53 滋賀県 米原市 米原市装道礼法こども教室実行委員会 米原市伝統文化和装礼法親子教室 302,000

54 滋賀県 米原市 米原曳山祭保存会 米原曳山祭しゃぎり教室 113,000


