
Ｎｏ. 都道府県名 市区町村 事業者名（団体名） 事業の名称（教室名） 委託経費の額 法人番号

1
茨城県 水戸市 水戸キッズ囲碁教室 水戸キッズ囲碁教室 250,000

2
茨城県 水戸市 笠原音頭保存会 笠原音頭保存会 296,000

3
茨城県 水戸市 靖秋会 伝統文化親子教室 500,000

4
茨城県 水戸市 HANA・花

水戸地区伝統文化いけばなこ
ども教室 302,000

5
茨城県 水戸市 水戸邦楽風鈴会 水戸邦楽親子教室 350,000

6
茨城県 水戸市 水戸市伝統文化教室

水戸市伝統文化教室（百人一
首に親しもう） 437,000

7
茨城県 日立市

日立市文化少年団子どもおこ
と教室 子どもおこと教室 300,000

8
茨城県 日立市 日立華道少年団 日立華道教室 193,000

9
茨城県 日立市 日立将棋連盟 将棋親子教室 51,000

10
茨城県 日立市

特定非営利活動法人舞踊集
団藍 日本舞踊親子教室 261,000 1050005007514

11
茨城県 日立市 日立能楽会 伝統文化こども教室 265,000

12
茨城県 日立市 日立茶道文化少年団 子供茶道教室 400,000

13
茨城県 土浦市 土浦日舞子供体験教室 日舞子供体験教室 300,000

14
茨城県 土浦市 土浦華道親和会

伝統文化土浦こどもいけばな
教室 420,000

15
茨城県 土浦市

表千家不白流白和会茨城県
支部 伝統文化こども茶道体験教室 225,000

16
茨城県 土浦市

日本将棋連盟　茨城県南支
部 伝統文化親子将棋体験教室 259,000

17
茨城県 土浦市

土浦市和装礼法こども教室実
行委員会 土浦市和装礼法こども教室 309,000

18
茨城県 土浦市 土浦市伝統文化の会

土浦市伝統文化親子教室事
業 300,000

19
茨城県 古河市 古河市伝統芸能を考える会

古河市伝統文化親子教室事
業 0

茨城県 古河市 古河親子能楽塾 親と子の能楽体験教室 279,000

茨城県 古河市 古河神楽保存会 伝統文化古河神楽親子教室 300,000

茨城県 古河市
古河伝統文化親子いけばな
教室

古河市伝統文化親子教室事
業 400,000

茨城県 古河市 古河市華道連盟
古河伝統文化いけばな親子
教室 349,000

茨城県 古河市 秀華会 古河わくわく舞踊教室 350,000

茨城県 古河市
三和伝統文化こども教室実行
委員会

親子きもの教室　親子茶道教
室 300,000

20
茨城県 石岡市 三村囃子子ども教室 三村囃子子ども教室 92,000

21
茨城県 結城市 結城市華道連盟 結城市いけばなこども教室 201,000

22
茨城県 結城市 茶道裏千家結城会 伝統文化茶道親子教室 350,000

23
茨城県 龍ケ崎市 りゅう姫会 日本舞踊親子教室 300,000

24
茨城県 龍ケ崎市 香美会 お筝親子教室 300,000

25
茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎柳栄会

龍ケ崎柳栄会　日本舞踊親
子教室 350,000

26
茨城県 龍ケ崎市 日本文化伝承の会

龍ケ崎市伝統文化親子教室
事業 300,000

27
茨城県 下妻市 大町はやし保存会 大町はやし親子教室 350,000

28
茨城県 常総市

常総市伝統文化和装礼法親
子教室実行委員会

常総市伝統文化和装礼法親
子教室 300,000



29
茨城県 高萩市 高萩華道会 伝統文化いけばな親子教室 310,000

30
茨城県 北茨城市 茜里親子書道教室 茜里親子書道教室 380,000

31
茨城県 笠間市 笠間市伝統文化教室

笠間市伝統文化教室（百人一
首に親しもう） 450,000

32
茨城県 取手市 取手市伝統文化の会

取手市伝統文化親子教室事
業 300,000

33
茨城県 牛久市

牛久市文化遺産活用実行委
員会

牛久市伝統文化親子教室事
業 0

茨城県 牛久市
いばらき伝統文化日本舞踊こ
ども教室実行委員会牛久支

伝統文化日本舞踊子ども体
験教室　in　牛久市 300,000

茨城県 牛久市 箏曲研究室みやび
和の心（箏）に触れま専科
（Part10）（箏曲親子教室） 350,000

茨城県 牛久市 草月流いけばな会
伝統文化華道＆きものこども
教室 300,000

茨城県 牛久市
女化文化芸術活動推進協議
会

和の教室＜日舞・礼法・着付
け＞ 300,000

茨城県 牛久市 牛久郷土かるたの会 牛久郷土かるた教室 400,000

茨城県 牛久市 旧女化分教場保存会 うしくの郷土料理 350,000

34
茨城県 つくば市

つくば市伝統文化和装礼法親
子教室実行委員会

つくば市伝統文化和装礼法親
子教室 270,000

35
茨城県 つくば市 日本棋院つくば支部 つくば市親子囲碁教室 300,000

36
茨城県

ひたちな
か市

いばらき伝統文化日本舞踊こ
ども教室実行委員会ひたちな

伝統文化日本舞踊こども体験
教室inひたちなか市 300,000

37
茨城県

ひたちな
か市 ひたちなかキッズ囲碁教室 ひたちなか親子囲碁教室 285,000

38
茨城県

ひたちな
か市 邦楽サークル”風雅” ひたちなか邦楽親子教室 350,000

39
茨城県

ひたちな
か市 いずみ伝統音楽保存会 伝統文化子ども箏教室 350,000

40
茨城県

ひたちな
か市 平磯伝統文化保存会 三社祭伝統芸能親子教室 300,000

41
茨城県 鹿嶋市

鹿嶋市文化財保護活用実行
委員会 鹿嶋市　子ども囃子教室 0

茨城県 鹿嶋市 三笠子供芸座連 三笠地区子ども囃子教室 350,000

茨城県 鹿嶋市 かしまっ子芸座連 鹿島地区子ども囃子教室 350,000

42
茨城県 潮来市 桃花会 子供茶道教室 155,000

43
茨城県 潮来市 潮来ばやし保存会 潮来ばやし子供教室 400,000

44
茨城県 守谷市

守谷市伝統文化和装礼法親
子教室実行委員会 伝統文化和装礼法親子教室 288,000

45
茨城県

常陸大宮
市

茨城県各流日本舞踊会 伝統
文化日本舞踊子ども教室常

伝統文化日本舞踊子ども教
室 350,000

46
茨城県

常陸大宮
市 鷲子囃子保存会花輪組 鷲子囃子花輪組親子教室 300,000

47
茨城県 那珂市

茨城県各流日本舞踊会那珂
支部

那珂市伝統文化日本舞踊親
子教室 340,000

48
茨城県 筑西市

筑西市親子いけばな教室か
んよう会 筑西市親子いけばな教室 243,000

49
茨城県 筑西市

筑西市伝統文化和装礼法親
子教室実行委員会

筑西市伝統文化和装礼法親
子教室実行委員会 300,000

50
茨城県 桜川市 表千家茶道宗鶴会 表千家茶道親子教室 250,000

51
茨城県 桜川市 桜川市真壁支部茶道部 真壁茶道親子教室 300,000

52
茨城県 神栖市 あばれ塾 はさき鳴物親子教室 350,000

53
茨城県 神栖市

いけばな小原流波崎地区伝
統文化こども教室実行委員会

伝統文化親子教室（いけば
な） 268,000

54
茨城県 神栖市 日本舞踊教室扇会

神栖伝統文化こども教室（日
本舞踊） 400,000

55
茨城県 神栖市 波崎はやうち太鼓保存会 太鼓親子教室 400,000



56
茨城県 行方市 麻生茶道教室 麻生茶道親子教室 280,000

57
茨城県

つくばみ
らい市

つくばみらい市伝統文化和装
礼法親子教室実行委員会

つくばみらい市伝統文化和装
礼法親子教室 300,000

58
茨城県

つくばみ
らい市 つくばみらい市伝統文化の会

つくばみらい市伝統文化親子
教室事業 300,000

59
茨城県 大子町

関東大和楽流金町若連囃子
保存会 関東大和楽流お囃子教室 300,000

60
茨城県 大子町 池田中囃子保存会 こどもはやし教室 320,000

61
茨城県 美浦村 美浦村和装礼法伝承の会 美浦村和装礼法親子教室 160,000

62
茨城県 阿見町

一般財団法人　小原流土浦
支部 阿見地区伝統文化子供教室 400,000

63
茨城県 阿見町 阿見町君島芸能保存会 君島ひょっとこ踊り親子教室 143,000


