
No. 都道府県名 市区町村名 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 215,000

2 茨城県 水戸市 笠原音頭保存会 笠原音頭保存会 255,000

3 茨城県 水戸市 水戸邦楽風鈴会 水戸邦楽親子教室 258,000

4 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） 422,000

5 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 258,000

6 茨城県 日立市 日立将棋連盟 将棋親子教室 44,000

7 茨城県 日立市 日立華道少年団 日立華道教室 142,000

8 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 257,000 1050005007514

9 茨城県 日立市 いけばなたんぽぽの会 たんぽぽ子供教室 135,000

10 茨城県 日立市 日立能楽会 伝統文化こども教室 228,000

11 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 249,000

12 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 280,000

13 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

茨城県 古河市 古河親子能楽塾 親と子の能楽体験教室 247,000

茨城県 古河市 古河神楽保存会 伝統文化　こが神楽親子教室 396,000

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 88,000

茨城県 古河市 秀華会 古河わくわく舞踊教室 345,000

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 228,000

14 茨城県 石岡市 真家みたまおどり保存会 真家みたまおどりこども教室 302,000

15 茨城県 石岡市 三村囃子子ども教室 三村囃子子ども教室 79,000

16 茨城県 結城市 茶道裏千家結城会 伝統文化茶道親子教室 279,000

17 茨城県 龍ケ崎市 りゅう姫会 日本舞踊親子教室 258,000

18 茨城県 龍ケ崎市 香美会 お筝親子教室 258,000

19 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 302,000

20 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 245,000

21 茨城県 下妻市 大町はやし保存会 大町はやし親子教室 302,000

22 茨城県 常総市 常総市伝統文化日本舞踊教室実行委員会 常総市伝統文化日本舞踊教室 258,000

23 茨城県 高萩市 高萩華道会 伝統文化いけばな親子教室 312,000

24 茨城県 北茨城市 茜里親子書道教室 茜里親子書道教室 173,000
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25 茨城県 笠間市 笠間市笠間華道連合会 子どもいけばな教室 258,000

26 茨城県 取手市 TOSS Iwan 取手市五色百人一首教室 258,000

27 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 258,000

28 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

茨城県 牛久市 小原流いけばな会 いけばな親子教室 604,000

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
会牛久支部

伝統文化日本舞踊こども体験教室　in　牛久市 431,000

茨城県 牛久市 箏曲研究室みやび 和の心（箏）に触れま専科（Part9)（箏曲親子教室） 345,000

茨城県 牛久市 生田流地唄筝曲なでしこ会 伝統文化親子地唄（三絃）筝曲体験教室 302,000

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 302,000

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＞ 302,000

茨城県 牛久市 牛久郷土かるたの会 牛久郷土かるた教室 345,000

茨城県 牛久市 旧女化分教場保存会 うしくの郷土料理 302,000

29 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 277,000

30 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
会ひたちなか支部

伝統文化日本舞踊こども体験教室inひたちなか市 431,000

31 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 235,000

32 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 352,000

33 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 302,000

34 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 258,000

35 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

茨城県 鹿嶋市 三笠子供芸座連 鹿嶋市　三笠地区子ども囃子教室 431,000

茨城県 鹿嶋市 かしまっ子芸座連 鹿嶋市　鹿島地区子ども囃子教室 395,000

36 茨城県 潮来市 潮来藤究会 潮来市伝統文化親子教室 345,000

37 茨城県 潮来市 桃花会 子供茶道教室 129,000

38 茨城県 潮来市 県文化財　潮来ばやし保存会 潮来ばやしこども教室 375,000

39 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 255,000

40 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
も教室常陸大宮支部

伝統文化日本舞踊子ども教室 319,000

41 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 258,000

42 茨城県 常陸大宮市 西塩子の回り舞台保存会 常陸大宮市常磐津伝承教室 345,000

43 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 289,000

44 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 209,000
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45 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 264,000

46 茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市太子囃子獅子舞保存会 かすみがうら市太子囃子獅子舞保存会親子教室 346,000

47 茨城県 桜川市 表千家茶道宗鶴会 表千家茶道親子教室 245,000

48 茨城県 神栖市 あばれ塾 はさき鳴物親子教室 302,000

49 茨城県 神栖市 波崎はやうち太鼓保存会 太鼓親子教室 345,000

50 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） 302,000

51 茨城県 行方市 麻生茶道教室 麻生茶道親子教室 172,000

52 茨城県 行方市 麻生お囃子研究会 お囃子親子教室 213,000

53 茨城県 鉾田市 一稻書院 ほこた伝統親子筆文字教室 258,000

54 茨城県 つくばみらい市 古典舞踊普及会 日舞子供体験教室 267,000

55 茨城県 茨城町 小浦あんばの会 あんば囃子親子伝承教室 146,000

56 茨城県 大子町 池田中囃子保存会 こどもはやし教室 276,000

57 茨城県 大子町 関東大和楽流金町若連囃子保存会 関東大和楽流金町若連囃子保存会 250,000

58 茨城県 阿見町 阿見町君島芸能保存会 君島ひょっとこ親子教室 198,000


