
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 熊本県 熊本市 華道家元池坊熊本銀杏支部 子どもいけばな教室 289,000

2 熊本県 熊本市 華道家元池坊熊本銀杏支部青年部 キッズいけばな教室（花園公民館） 283,000

3 熊本県 熊本市 川尻空手道教室 武道体験・護身術こども教室（熊本市） 431,000

4 熊本県 熊本市 城南町子供日舞体験教室 城南町子供日舞体験教室 302,000

5 熊本県 熊本市 熊本市帯山西地域こどもふれあい 伝統文化いけばなこども教室 265,000

6 熊本県 熊本市 託麻西地区伝統文化いけばな親子教室 託麻地域伝統文化いけばな教室 172,000

7 熊本県 熊本市 華道家元池坊　惠華会 伝統文化いけばな親子教室　惠華会 258,000

8 熊本県 熊本市 熊本市大江地域こどもふれあい 伝統文化いけばなこども教室 302,000

9 熊本県 玉名市
玉名市伊倉伝統文化和装礼法親子教室実行委
員会

玉名市伊倉伝統文化和装礼法親子教室 328,000

10 熊本県 熊本市
熊本市北区伝統文化和装礼法親子教室実行委
員会

熊本市北区伝統文化和装礼法親子教室 299,000

11 熊本県 熊本市 一般社団法人茶道裏千家淡交会熊本支部 親子茶道教室 431,000

12 熊本県 熊本市 わかばの会 伝統文化いけ花親子教室 239,000

13 熊本県 熊本市 力合地域こどもふれあい 力合こどもいけ花教室 258,000

14 熊本県 熊本市 くまもと和楽器の会 くまもと伝統文化和楽器親子教室 258,000

15 熊本県 熊本市 月出いけばなこども教室実行委員会 月出いけばなこども教室 289,000

16 熊本県 熊本市
湧水地区伝統文化いけばなこども教室実行委員
会

湧水地区伝統文化いけばなこども教室 258,000

17 熊本県 熊本市 南部地区いけばなと茶道子供教室 南部地区いけばなと茶道子供教室 309,000

18 熊本県 熊本市 熊本箏アンサンブル 熊本伝統文化親子お箏教室 302,000

19 熊本県 熊本市 小原流水前寺会 水前寺いけばな親子教室 248,000

20 熊本県 熊本市 熊本ものづくり塾
令和2年度伝統文化親子教室熊本ものづくり塾親
子教室

431,000

21 熊本県 熊本市
熊本市東区伝統文化和装礼法親子教室実行委
員会

熊本市東区伝統文化和装礼法親子教室実行委
員会

258,000

22 熊本県 熊本市 植木三曲の会 子供のための筝曲教室 258,000

23 熊本県 熊本市 熊本箏演奏者協会 子供のための筝曲教室 258,000

24 熊本県 熊本市 子ども民謡・三味線「しいのみ会」 民謡・三味線　子ども教室 267,000

25 熊本県 熊本市 東部いけばなこども教室 東部いけばな子供教室 257,000

26 熊本県 熊本市 いけばな伝承の会 西原いけばなこども教室 302,000

27 熊本県 熊本市 お花ふれあい会 伝統文化こどもいけばなこども教室（託麻原） 184,000

28 熊本県 熊本市 小原流 清水会 清水いけばな子供教室 238,000

29 熊本県 熊本市 教育サークル縁 伝統文化わくわく子ども教室 302,000

30 熊本県 熊本市 伝統文化いけばな子供教室 いけばな子供教室みなみ 205,000

31 熊本県 熊本市 いけばな小原流植木こども教室実行委員会 植木地区伝統文化いけばな親子教室 86,000
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32 熊本県 熊本市
熊本市東部伝統文化和装礼法親子教室実行委
員会

熊本市東部伝統文化和装礼法親子教室 116,000

33 熊本県 熊本市 白山8町内自治会 親子書道華道茶道文化郷土料理教室 431,000

34 熊本県 熊本市 出水11町内自治会 親子書道華道和装礼法茶道教室 431,000

35 熊本県 八代市 伝統文化日本舞踊八千把教室 伝統文化日本舞踊八千把教室 377,000

36 熊本県 八代市 伝統文化親子書道日奈久教室 伝統文化親子書道日奈久教室 306,000

37 熊本県 八代市 八代書友会 伝統文化八代書友会親子教室 430,000

38 熊本県 八代市 樅木児童神楽会 樅木児童神楽教室 333,000

39 熊本県 八代市 日本民謡八代尚和会 こども民謡スクール 431,000

40 熊本県 八代市 親子いけ花継承会 親子いけ花継承会 404,000

41 熊本県 八代市 伝統文化親子いけ花さくら会 親子いけ花教室 313,000

42 熊本県 八代市 伝統文化親子茶道育成委員会 親子茶道教室 406,000

43 熊本県 八代市 伝統文化皇風煎茶親子教室 伝統文化皇風煎茶親子教室 367,000

44 熊本県 八代市 いけばな桔梗会 いけばな桔梗会伝統文化親子教室 360,000

45 熊本県 八代市 伝統文化親子かえで会 伝統文化親子かえで会 431,000

46 熊本県 八代市 伝統文化親子教室表千家 伝統文化親子教室表千家 431,000

47 熊本県 八代市 いけばな璋美会 いけばな璋美会伝統文化親子教室 275,000

48 熊本県 八代市 全国ものづくり塾　八代支部
令和2年度　伝統文化親子教室　全国ものづくり
塾　八代教室

431,000

49 熊本県 八代市 伝統文化煎茶親子教室 伝統文化煎茶親子教室 299,000

50 熊本県 八代市 みどり会茶道親子教室 みどり会伝統文化茶道親子教室 431,000

51 熊本県 八代市 伝統文化親子茶道松高太田郷教室 伝統文化親子茶道松高太田郷教室 339,000

52 熊本県 八代市 藤本流恵女会 子ども民謡教室恵女会 258,000

53 熊本県 八代市 植柳盆踊り保存会 植柳の盆踊・棒踊伝統文化親子教室 258,000

54 熊本県 八代市 伝統文化日本舞踊太田郷・鏡・金剛教室 伝統文化日本舞踊太田郷・鏡・金剛教室 431,000

55 熊本県 八代市 伝統文化日本舞踊教室　郡築教室 伝統文化日本舞踊教室　郡築教室 222,000

56 熊本県 八代市 公益財団法人日本民謡協会八代支部椿会 わくわく楽しい民謡・三味線クラブ 390,000

57 熊本県 人吉市 華道家元池坊人吉支部 伝統文化こどもいけばな教室 231,000

58 熊本県 人吉市 ひとよし地区伝統文化いけばなこども教室 ひとよし地区伝統文化いけばなこども教室 250,000

59 熊本県 人吉市 青井阿蘇神社子ども神楽教室運営会 球磨神楽子ども教室 247,000

60 熊本県 人吉市 ＴＯＳＳ人吉球磨 わくわく子ども伝統文化教室 85,000

61 熊本県 水俣市 久木野子ども伝統芸能講座実行委員会 久木野子ども伝統芸能教室 160,000

62 熊本県 玉名市 華道家元池坊玉名支部 伝統文化いけばな子ども教室 138,000

63 熊本県 玉名市 玉名市伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 玉名市伝統文化和装礼法親子教室 285,000
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64 熊本県 玉名市 横島子ども潟担い節保存会 横島潟担い節の継承 188,000

65 熊本県 山鹿市 やまがの子どもを支える会 伝統文化わくわく子ども教室 302,000

66 熊本県 山鹿市 山鹿市民歌舞伎の会 八千代座子供歌舞伎教室 345,000

67 熊本県 山鹿市 やまが和楽器伝承塾 山鹿こどもおこと教室 258,000

68 熊本県 菊池市 きみノ会 日本舞踊親子教室 292,000

69 熊本県 宇土市 太鼓芸能集団「紬衣」 宇土大太鼓教室 431,000

70 熊本県 宇土市 宇土御獅子舞保存会 宇土御獅子舞保存継承事業 431,000

71 熊本県 宇城市 柔法拳　武神会（本部） 武道体験・護身術こども教室(宇城市） 431,000

72 熊本県 宇城市 民謡竹峰流 伝統文化親子民謡・三味線教室 302,000

73 熊本県 宇城市 不知火竜燈太鼓保存会 不知火竜燈太鼓親子教室 345,000

74 熊本県 宇城市 永尾ちょぼくれ保存会 永尾ちょぼくれ親子教室 302,000

75 熊本県 宇城市 宇城市伝統文化いけばなこども教室 宇城市伝統文化いけばなこども教室 345,000

76 熊本県 宇城市 くまもと子ども観光大使実行委員会 わくわくかるた教室2020inうき 195,000

77 熊本県 宇城市 小川地区伝統文化いけばな親子教室 小川地区伝統文化いけばな親子教室 322,000

78 熊本県 阿蘇市 阿蘇市茶道子ども教室実行委員会 阿蘇市茶道子ども教室 179,000

79 熊本県 阿蘇市 阿蘇市伝統文化親子教室実行委員会 阿蘇市伝統文化和装礼法親子教室 270,000

80 熊本県 天草市 日本舞踊・地域伝統芸能教室 天草市伝統文化親子教室 226,000

81 熊本県 合志市 野々島民謡教室 民謡・三味線野々島親子教室 302,000

82 熊本県 合志市 空手道　龍武館 武道体験・護身術こども教室 431,000

83 熊本県 長洲町 熊本ものづくり塾 伝統文化親子教室　全国ものづくり塾　長洲教室 862,000

84 熊本県 大津町 柔法拳　武神会（大津支部） 武道体験・護身術こども教室（大津） 431,000

85 熊本県 大津町 子どものしあわせと未来をつくる会 伝統文化わくわく子ども教室 302,000

86 熊本県 菊陽町 菊陽町伝統文化こども茶道教室 菊陽町伝統文化こども茶道教室 236,000

87 熊本県 菊陽町 柔法拳 武神会（菊陽支部） 武道体験・護身術こども教室（菊陽） 431,000

88 熊本県 菊陽町 菊陽華道会 菊陽こどもいけばな教室 245,000

89 熊本県 南阿蘇村 南阿蘇久木野会 久木野伝統文化和楽器親子教室 388,000

90 熊本県 御船町 御船空手道教室 武道体験・護身術こども教室（御船） 431,000

91 熊本県 嘉島町 嘉島こども伝統文化教室 嘉島こども伝統文化教室 302,000

92 熊本県 嘉島町 空手道　嘉島道場 武道体験・護身術こども教室(嘉島) 431,000

93 熊本県 嘉島町 嘉島親子茶道教室 嘉島親子茶道教室 293,000

94 熊本県 益城町 益城神楽子ども教室運営委員会 伝統文化親子教室 120,000

95 熊本県 益城町 和楽器伝承会 和楽器親子教室 258,000
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96 熊本県 益城町 益城親子能楽教室 益城親子能楽教室 258,000

97 熊本県 益城町 益城空手道教室 武道体験・護身術こども教室（益城） 431,000

98 熊本県 芦北町 芦北町伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 芦北町伝統文化和装礼法親子教室 245,000

99 熊本県 苓北町 芦北芳柳会舞踊親子教室実行委員会 芦北芳柳会舞踊親子教室 120,000

100 熊本県 あさぎり町 あさぎりいけばな親子教室実行委員会 あさぎりいけばな親子教室 258,000

101 熊本県 あさぎり町 親子いけばな教室スイートピー会 親子いけばな教室 258,000


