
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 千葉県 千葉市 伝統文化・お琴・こども教室 伝統文化・お琴・こども教室 280,000

2 千葉県 千葉市 TOSS村雨 親和伝統文化教室 302,000

3 千葉県 千葉市 日本舞踊　結の会 日本舞踊　てほどき教室 258,000

4 千葉県 千葉市 とけ伝統文化いけばなこども教室実行委員会 伝統文化いけばな子供教室 345,000

5 千葉県 千葉市 千葉県三曲協会 子供のための筝曲教室 258,000

6 千葉県 千葉市 千葉市伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 千葉市和装文化親子教室 424,000

7 千葉県 銚子市 銚子市民謡保存会神輿連合　阪流会 お囃子親子教室 319,000

8 千葉県 銚子市 銚子正調大漁節保存　ひびき連合会 銚子大漁節親子教室 419,000

9 千葉県 銚子市 銚子地区伝統文化いけばな親子教室 銚子地区伝統文化いけばな親子教室 177,000

10 千葉県 銚子市 銚子はね太鼓保存会 銚子の祭囃子親子教室 307,000

11 千葉県 銚子市
特定非営利活動法人　千葉健康生きがい支援
ネット

伝統文化親子舞踊教室 294,000 8040005012129

12 千葉県 市川市 和奏の会 お琴親子教室 431,000

13 千葉県 市川市 いけばなサークル「菖の会」 行徳いけばなこども教室 258,000

14 千葉県 市川市 市川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 258,000

15 千葉県 市川市 本八幡伝統文化書道会 本八幡伝統文化書道会 431,000

16 千葉県 市川市
特定非営利活動法人いちかわ市民文化ネット
ワーク

いちかわ子ども茶道＆日舞教室2020 342,000 5040005004442

17 千葉県 市川市 親と子の書の会 親と子の書の会 365,000

18 千葉県 市川市 いけ花なぎさ会 市川市いけ花親子教室 302,000

19 千葉県 船橋市 三咲・こども詩吟の会 詩吟親子教室 132,000

20 千葉県 船橋市 囲碁山下塾 伝統文化親子囲碁教室 260,000

21 千葉県 船橋市 船橋市伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 船橋市伝統文化和装礼法親子教室 302,000

22 千葉県 船橋市 前原茶道子供教室実行委員会 前原茶道こども教室 256,000

23 千葉県 船橋市 華道家元池坊千葉県華秀会支部 伝統文化船橋いけ花こども教室 188,000

24 千葉県 船橋市 あづさ会 伝統てまり親子教室 174,000

25 千葉県 船橋市 船橋こどもオリガミクラブ 船橋こどもおりがみ教室 310,000

26 千葉県 船橋市 船橋こども日舞クラブ 船橋こども日舞体験教室 207,000

27 千葉県 船橋市 船橋市こども書道クラブ 船橋こども書道教室 310,000

28 千葉県 船橋市 船橋市こども将棋普及協会 船橋こども将棋教室 207,000

29 千葉県 木更津市 TOSS狸ばやし 子どもチャレンジ教室 333,000
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30 千葉県 木更津市 木更津市邦楽教室 木更津市邦楽教室 340,000

31 千葉県 木更津市 特定非営利活動法人将棋普及協会ちば 木更津こども将棋教室 388,000 3040005009022

32 千葉県 松戸市 松戸・北松戸地区伝統文化いけばな親子教室 松戸・北松戸地区伝統文化いけばな親子教室 322,000

33 千葉県 松戸市 松戸日本古典舞踊連盟 松戸日本舞踊親子教室 252,000

34 千葉県 松戸市 松戸伝統文化書道会 松戸伝統文化書道教室 431,000

35 千葉県 松戸市 小金伝統文化書道会 小金伝統文化書道教室 431,000

36 千葉県 松戸市 華道育成会 伝統文化こども生け花教室 431,000

37 千葉県 松戸市 ときわ平書道会 ときわ平伝統文化書道教室 302,000

38 千葉県 松戸市 松戸水墨画の会 水墨画教室 302,000

39 千葉県 松戸市 馬橋伝統文化書道会 馬橋伝統文化書道教室 431,000

40 千葉県 松戸市 水墨画松戸の会 水墨画教室 431,000

41 千葉県 松戸市 松飛台地区伝統文化茶道親子教室実行委員会 松飛台地区伝統文化茶道親子教室 388,000

42 千葉県 松戸市
いけばな小原流松飛台地区伝統文化こども教室
実行委員会

松飛台地区伝統文化いけばなこども教室 388,000

43 千葉県 松戸市 洗心会 松戸茶道親子教室 431,000

44 千葉県 松戸市 根本伝統文化書道会 根本伝統文化書道教室 431,000

45 千葉県 松戸市 東葛飾こども華道教室桃の会 松戸市伝統文化親子華道教室 258,000

46 千葉県 松戸市 特定非営利活動法人装爽ネットワーク 日本文化子どもクラブ・親子クラブ 345,000

47 千葉県 松戸市 東部伝統文化書道会 東部伝統文化書道教室 431,000

48 千葉県 松戸市 上本郷伝統文化書道会 上本郷伝統文化書道教室 431,000

49 千葉県 茂原市 茂原伝統文化書道会 茂原伝統文化書道教室 431,000

50 千葉県 茂原市 茂原市国際文化交流振興会 伝統文化茶華道親子教室 251,000

51 千葉県 成田市 日本舞踊　雀会 伝統文化成田日本舞踊親子教室 257,000

52 千葉県 成田市 宗華会 宗華会伝統文化親子茶道教室 345,000

53 千葉県 成田市 成田こども書道会 成田こども書道会 388,000

54 千葉県 成田市 成田伝統文化体験会 成田子ども伝統文化教室 258,000

55 千葉県 佐倉市 和装の会 着付と礼法こども教室 431,000

56 千葉県 佐倉市 西志津お囃子友の会 西志津お囃子親子教室 248,000

57 千葉県 佐倉市 いけばなユーカリこども教室 いけばなユーカリこども教室 345,000

58 千葉県 佐倉市 日本書道教育学会染井野支部 日本の手書き文化継承親子教室 258,000

59 千葉県 佐倉市 なかよし太鼓 なかよし太鼓親子教室 302,000
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60 千葉県 旭市 ＴＯＳＳ東雲 旭市子ども伝統文化教室 302,000

61 千葉県 習志野市
習志野市伝統文化和装礼法親子教室実行委員
会

習志野市伝統文化和装礼法親子教室 345,000

62 千葉県 柏市 お寺で伝統文化教室 お寺で伝統文化教室 345,000

63 千葉県 柏市 水墨画柏の会 水墨画教室 302,000

64 千葉県 柏市 柏市三曲協会 子どものためのお箏と尺八教室 388,000

65 千葉県 柏市 子ども日舞教室 子ども日舞教室 431,000

66 千葉県 柏市 伝統文化日本画教室 伝統文化日本画教室 431,000

67 千葉県 市原市 五井新田祭囃子保存会 新田ばやし親子教室 276,000

68 千葉県 流山市 流山伝統文化書道会 流山伝統文化書道教室 431,000

69 千葉県 八千代市 八千代伝統文化親子教室実行委員会 八千代伝統文化親子いけばな教室 250,000

70 千葉県 八千代市 八千代伝統文化普及会 八千代伝統文化親子教室 258,000

71 千葉県 八千代市 むの会 日本伝統文化交流親子教室 258,000

72 千葉県 我孫子市 我孫子市囲碁連盟 囲碁 431,000

73 千葉県 我孫子市 我孫子南まちづくり協議会 キッズ伝統芸能体験　筝曲（こと） 431,000

74 千葉県 鴨川市 鴨川市伝統文化の会 鴨川市伝統文化の会 258,000

75 千葉県 君津市 日本将棋連盟君津大和田支部 君津大和田こども将棋教室 302,000

76 千葉県 浦安市 Blommor（ブロンモル） 子どもいけばな教室 380,000

77 千葉県 浦安市 藍の会 伝統文化こども書道教室 345,000

78 千葉県 四街道市 四街道子ども将棋教室 四街道子ども将棋教室 90,000

79 千葉県 四街道市 TOSSあやめ 四街道百人一首教室 302,000

80 千葉県 印西市 市民活動団体こども字描き会 みんなで楽しく、字を描こう！ 176,000

81 千葉県 印西市 市民活動団体　和装会 自分で浴衣・着物を着てみよう！ 241,000

82 千葉県 印西市 印西伝統文化書道会 印西伝統文化書道教室 431,000

83 千葉県 白井市 箏遊会 2020東京オリンピックを「箏」で応援しよう♪ 431,000

84 千葉県 香取市 香取いけばなこども教室 伝統文化いけばなこども教室 298,000

85 千葉県 香取市 香取伝統文化茶の湯教室 香取伝統文化茶の湯教室 431,000

86 千葉県 酒々井町 清閑会 伝統文化子ども茶道教室 258,000

87 千葉県 鋸南町 鋸南町伝統文化親子華道教室 鋸南町伝統文化親子華道教室 490,000


