
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 兵庫県 神戸市 神戸子ども百人一首協会 神戸子どもカルタ教室 345,000

2 兵庫県 神戸市 神戸農村歌舞伎保存会 子供歌舞伎と日本舞踊の教室 327,000

3 兵庫県 神戸市 摩耶将棋倶楽部 将棋親子教室 431,000

4 兵庫県 神戸市 阪神こども能楽塾 こども能楽塾 302,000

5 兵庫県 神戸市 関西能楽振興会 茶道を楽しむこども教室 302,000

6 兵庫県 神戸市 灘アフタースクール将棋教室 灘アフタースクール将棋教室 431,000

7 兵庫県 神戸市 稗田わくわくクラブ 和太鼓親子教室 258,000

8 兵庫県 神戸市 吟道摂楠流神戸地区連合会 詩吟親子体験教室 232,000

9 兵庫県 神戸市
特定非営利活動法人　兵庫県子ども文化振興協
会

子どもいけばな教室 344,000 6122005003480

10 兵庫県 神戸市 小鼓JAPONこども教室実行委員会 夏休み小鼓こども教室 258,000

11 兵庫県 神戸市 神戸こども能楽教室実行委員会 神戸こども能楽教室 431,000

12 兵庫県 神戸市 神戸垂水おやこ劇場 垂水子ども生け花教室 143,000

13 兵庫県 神戸市 神戸キッズ茶道教室 神戸キッズ茶道教室 431,000

14 兵庫県 神戸市 スポーツクラブ21若宮のりのりクラブ 若宮親子いけばな教室 350,000

15 兵庫県 神戸市 六甲丹生かぶき 六甲丹生かぶき親子教室 258,000

16 兵庫県 神戸市 魚崎能楽こども教室 こども能楽　仕舞・謡・小鼓教室 258,000

17 兵庫県 神戸市 こうべ邦楽ワークショップ 邦楽を知ろう!筝体験教室 258,000

18 兵庫県 神戸市 須磨能楽こども教室 能楽こども教室 258,000

19 兵庫県 神戸市 須磨こども将棋倶楽部 須磨こども将棋倶楽部 862,000

20 兵庫県 神戸市 和楽の会 六甲道こども能楽教室 258,000

21 兵庫県 姫路市 相坂祭り実行委員会 相坂秋祭り継承親子教室 197,000

22 兵庫県 姫路市 英賀清水町祭典委員会 祭り太鼓・幟の保存教室 258,000

23 兵庫県 姫路市 あずま太鼓 あずま太鼓親子教室 203,000

24 兵庫県 姫路市 伊和の里こども茶道教室実行委員会 伊和の里こども茶道教室 304,000

25 兵庫県 姫路市 岩部祭り保存会 岩部祭り太鼓こども教室 431,000

26 兵庫県 姫路市 岩屋伝統行事保存会 岩屋伝統行事親子教室 431,000

27 兵庫県 姫路市 上野祭り保存会 上野祭り親子教室 302,000

28 兵庫県 姫路市 牛谷丁獅子舞子ども教室実行委員会 牛谷丁獅子舞子ども教室 302,000

29 兵庫県 姫路市 江鮒祭り伝統保存会 江鮒祭り屋台伝統親子教室 243,000
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30 兵庫県 姫路市 恵美酒宮玉地屋台文化保存会 恵美酒宮玉地屋台文化保存親子教室 302,000

31 兵庫県 姫路市 大沢屋台保存会 大沢氏神祭礼屋台伝承事業教室 258,000

32 兵庫県 姫路市 大塩天満宮北脇丁獅子舞保存会 大塩天満宮北脇丁獅子舞親子教室 431,000

33 兵庫県 姫路市 岡田子供会育成会 岡田子供会育成会親子教室 431,000

34 兵庫県 姫路市 奥山獅子舞保存会 奥山獅子舞子ども教室 431,000

35 兵庫県 姫路市 親子茶道会 親子茶道教室 233,000

36 兵庫県 姫路市 鍛治内伝統行事保存会 鍛治内伝統行事親子教室 348,000

37 兵庫県 姫路市 春日町祭礼委員会 春日町秋祭り親子教室 348,000

38 兵庫県 姫路市 勝原校区子ども伝統文化教室 勝原校区子ども伝統文化教室 224,000

39 兵庫県 姫路市 金竹獅子保存会 金竹獅子舞親子教室 431,000

40 兵庫県 姫路市 亀山祭典文化保存会 生矢神社秋季例大祭 431,000

41 兵庫県 姫路市 加茂太鼓打ち会 加茂屋台太鼓教室 387,000

42 兵庫県 姫路市 苅屋祭礼行事保存会 苅屋地区祭礼行事における太鼓および幟唄教室 419,000

43 兵庫県 姫路市 北八代太鼓保存委員会 北八代太鼓親子教室 388,000

44 兵庫県 姫路市 旧松原村獅子舞保存会 旧松原村獅子舞つり子教室 431,000

45 兵庫県 姫路市 栗橋伝統文化保存会 栗橋伝統文化親子教室 431,000

46 兵庫県 姫路市 黒田村伝統文化保存会 黒田村伝統文化親子教室 418,000

47 兵庫県 姫路市 桑原伊伝居獅子舞保存会 獅子舞保存教室 276,000

48 兵庫県 姫路市 御幸伝統文化保存会 御幸伝統文化親子教室 258,000

49 兵庫県 姫路市 児嶋祭礼行事保存会 児嶋祭礼行事子供教室 431,000

50 兵庫県 姫路市 神谷盆踊り保存会 神谷盆踊り親子教室 258,000

51 兵庫県 姫路市 御着獅子舞保存会 御着獅子舞子供教室 409,000

52 兵庫県 姫路市 神種祭礼文化保存会 神種伝統文化親子教室 268,000

53 兵庫県 姫路市 栄町祭り太鼓保存会 栄町祭り太鼓親子教室 431,000

54 兵庫県 姫路市 茶道文化保存会 伝統文化茶道こども教室 345,000

55 兵庫県 姫路市 思案橋太鼓保存会 思案橋太鼓教室 302,000

56 兵庫県 姫路市 獅子舞継承保存会 妻鹿まつりの奉納獅子舞継承保存会 293,000

57 兵庫県 姫路市 清水町祭り保存会 清水町祭り保存会こども教室 257,000

58 兵庫県 姫路市 下野自治会子供育成支援部 下野子供屋台秋祭り継承親子教室 258,000

59 兵庫県 姫路市 城北本町評議会 城北桑原太鼓親子教室 338,000
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60 兵庫県 姫路市 城山町祭り実行委員会 城山町祭礼行事親子教室 431,000

61 兵庫県 姫路市 清瑞会 清水町秋祭り親子教室 431,000

62 兵庫県 姫路市 曽左「子ども茶の湯」教室実行委員会 曽左「子ども茶の湯」教室 51,000

63 兵庫県 姫路市 大日祭盆踊り保存会 大日祭盆踊り親子教室 431,000

64 兵庫県 姫路市 高町獅子笛保存会 高町獅子笛こども教室 431,000

65 兵庫県 姫路市 地祭り太鼓保存会 地祭り太鼓子ども教室 283,000

66 兵庫県 姫路市 中地祭礼行事保存会 中地伝統文化親子教室 431,000

67 兵庫県 姫路市 津市場屋台世話役会 津市場屋台太鼓こども教室 258,000

68 兵庫県 姫路市 伝統文化しらさぎ子ども教室実行委員会 伝統文化しらさぎ子ども教室 302,000

69 兵庫県 姫路市 都倉町祭り伝統保存会 都倉町祭り伝統継承こども教室 218,000

70 兵庫県 姫路市 苫編まつり文化こども教室実行委員会 苫編まつり文化こども教室 101,000

71 兵庫県 姫路市 中島民芸保存会 中島「獅子保存会」伝統文化こども教室 431,000

72 兵庫県 姫路市 中仁野祭り実行委員会 中仁野秋祭り継承親子教室 302,000

73 兵庫県 姫路市 中野獅子保存会 中野獅子親子教室 345,000

74 兵庫県 姫路市 中之丁獅子舞保存会 獅子舞こども教室 393,000

75 兵庫県 姫路市 中野祭り太鼓保存会 中野祭り太鼓親子教室 302,000

76 兵庫県 姫路市 南翔会 本町南秋祭り親子教室 258,000

77 兵庫県 姫路市 仁色祭り保存会 祭り太鼓子ども教室 431,000

78 兵庫県 姫路市 西多田屋台保存会 西多田祭り太鼓こども教室 258,000

79 兵庫県 姫路市 西延末祭り保存会 西延末祭りこども親子教室 431,000

80 兵庫県 姫路市 西濱丁屋台世話人会 西濱丁獅子舞・笛・指手竹教室 431,000

81 兵庫県 姫路市 西八代町子供屋台太鼓継承会 西八代町子供屋台太鼓親子教室 327,000

82 兵庫県 姫路市 八練会 八幡地区播州伊勢音頭親子教室 258,000

83 兵庫県 姫路市 浜の宮祭り文化こども教室実行委員会 浜の宮祭り文化親子教室 302,000

84 兵庫県 姫路市 はりま芸能まいシアター 夏休み無料体験日本舞踊親子教室 352,000

85 兵庫県 姫路市 「播州飾磨・浜の宮台場差し」須加太鼓保存会 須加秋祭り太鼓教室及び播州屋台文化勉強会 333,000

86 兵庫県 姫路市 播州播磨飯田太鼓保存会 飯田秋祭り太鼓教室及び播州播磨屋台文化勉強会 431,000

87 兵庫県 姫路市 東之丁獅子舞獅子笛保存会 東之丁獅子舞獅子笛教室 431,000

88 兵庫県 姫路市 東延末祭典文化保存会 東延末祭典文化保存会 145,000

89 兵庫県 姫路市 東堀町祭り太鼓保存会 東堀町祭り太鼓親子教室 431,000
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90 兵庫県 姫路市 姫路こども能楽教室実行委員会 姫路こども能楽教室 302,000

91 兵庫県 姫路市 姫路城の北獅子の会
姫路城の北獅子の会親子教室　育め！播州魂～自分
たちで作った毛獅子と篠笛を楽しもう～

302,000

92 兵庫県 姫路市 姫路書道キッズ実行委員会 姫路書道キッズ教室 431,000

93 兵庫県 姫路市 姫路薪能奉賛会 姫路城薪能体験小中学生親子教室 258,000

94 兵庫県 姫路市 姫路獨協大学少年柔道育成会
地元大学と地元少年柔道教室との地域活動交流連携
事業

401,000

95 兵庫県 姫路市 百人一首に親しむ会 百人一首に親しむ会こども教室 345,000

96 兵庫県 姫路市 広瀬南秋祭り保存会 広瀬南秋祭り親子教室 346,000

97 兵庫県 姫路市 深志野獅子舞保存会 深志野獅子舞親子教室 258,000

98 兵庫県 姫路市 深志野屋台保存会 深志野祭り屋台親子教室 258,000

99 兵庫県 姫路市 福泊子ども会 福泊祭礼行事親子教室 302,000

100 兵庫県 姫路市 北条祭り太鼓保存会 北条祭り太鼓こども教室 297,000

101 兵庫県 姫路市 保城勝松神社祭礼行事保存会 保城勝松神社祭礼行事親子教室 431,000

102 兵庫県 姫路市 細野伝統行事保存会 細野伝統行事親子教室 431,000

103 兵庫県 姫路市 別所東子供会 別所東神楽親子教室 345,000

104 兵庫県 姫路市 御立祭典委員会 正八幡神社例祭にかかる伝統文化親子教室 302,000

105 兵庫県 姫路市 南恒屋秋祭り保存会 南恒屋秋祭り親子教室 431,000

106 兵庫県 姫路市 南山河祭礼行事保存会 南山河地区祭礼行事における太鼓および幟唄教室 258,000

107 兵庫県 姫路市 宮獅子舞保存会 飾磨区宮獅子舞こども教室 258,000

108 兵庫県 姫路市 宮町西祭り太鼓実行委員会 宮町西祭り太鼓こども教室 258,000

109 兵庫県 姫路市 宮町播州飾磨祭台場差し保存会 宮台場差し太鼓こども教室 258,000

110 兵庫県 姫路市 宮本丁獅子舞こども教室実行委員会 獅子笛こども教室 431,000

111 兵庫県 姫路市 矢倉西祭り太鼓保存会 矢倉西祭り太鼓こども教室 302,000

112 兵庫県 姫路市 八代大歳太鼓保存委員会 八代大歳太鼓親子教室 315,000

113 兵庫県 姫路市 安田四丁目秋祭り伝統保存会 安田四丁目子ども会祭り太鼓親子教室 235,000

114 兵庫県 姫路市 やすむろ茶道子ども教室実行委員会 やすむろ茶道子ども教室 287,000

115 兵庫県 姫路市 矢田部秋祭り保存会 矢田部秋祭り教室 345,000

116 兵庫県 姫路市 薮田屋台保存会 薮田屋台親子教室 345,000

117 兵庫県 姫路市 八幡こども茶道教室実行委員会 八幡こども茶道教室 431,000

118 兵庫県 尼崎市 いけばなサークル伝統文化こども教室 いけばなサークル伝統文化こども教室 233,000

119 兵庫県 尼崎市 尼崎将棋普及実行委員会 尼崎親子将棋入門教室 733,000
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120 兵庫県 尼崎市 尼崎・小田将棋倶楽部 尼崎・小田親子将棋教室 862,000

121 兵庫県 尼崎市 日本文化を知る会 尼崎浄瑠璃教室 258,000

122 兵庫県 尼崎市 尼崎伝統文化を楽しむ会 あまがさき能楽子ども教室 258,000

123 兵庫県 尼崎市 尼崎こども能楽教室実行委員会 尼崎こども能楽教室 258,000

124 兵庫県 尼崎市 能楽普及の会 尼っ子能楽お囃子（お笛）倶楽部 258,000

125 兵庫県 尼崎市 未生流笹岡師範会（兵庫） 子どもいけばな教室 95,000

126 兵庫県 明石市 大蔵谷獅子舞保存会 大蔵谷獅子舞親子教室 416,000

127 兵庫県 明石市 吟道摂楠流　明石吟詠会 詩吟親子体験教室 256,000

128 兵庫県 明石市 邦楽グループ　ゆほびか明石 明石　筝・十七絃・三絃　親子教室 302,000

129 兵庫県 明石市 明石和楽器を伝承する会 三味線・お箏体験教室 302,000

130 兵庫県 明石市 五色百人一首練習会　大久保道場 五色百人一首練習会　大久保道場 245,000

131 兵庫県 明石市 明石を囲碁の”まち”にしよう会 明石を囲碁の”まち”にしよう会～親子囲碁体験教室～ 431,000

132 兵庫県 明石市 あかし子ども体験教室 わくわく百人一首教室 417,000

133 兵庫県 西宮市 西宮能楽普及協会 親子で楽しむ日本文化 302,000

134 兵庫県 西宮市 西宮市伝統文化和装礼法親子教室実行委員会 西宮市伝統文化和装礼法作法親子教室 367,000

135 兵庫県 西宮市 伝統文化いけばな教室 伝統文化いけばな教室 258,000

136 兵庫県 西宮市 こども能楽教室実行委員会 こども能楽教室 258,000

137 兵庫県 西宮市 芦原地区子ども会連絡協議会 地域子ども教室（シャコ踊り伝統芸能伝承事業） 431,000

138 兵庫県 西宮市 初めての茶道親子教室 初めての茶道親子教室 302,000

139 兵庫県 西宮市 西宮絵本よみきかせ実行委員会 西宮民話よみきかせワークショップ 302,000

140 兵庫県 西宮市
〔伝統文化〕礼法と浴衣の着装を学ぶ会実行委員
会

【伝統文化】礼法と浴衣の着装を学ぶ会 371,000

141 兵庫県 西宮市 西宮将棋普及実行委員会 西宮親子将棋入門教室 345,000

142 兵庫県 西宮市 西宮夙川将棋親子教室の会 西宮夙川将棋親子教室 388,000

143 兵庫県 西宮市 NPO法人　人と地域の活動応援団ぽっかぽか 瓦木親子和太鼓伝承事業 345,000 1140005016621

144 兵庫県 西宮市 鳳扇会　阪神支部 日本民謡と三味線教室 258,000

145 兵庫県 西宮市 日本現代作法会　西宮分会 伝統文化子ども作法教室 431,000

146 兵庫県 西宮市 和の心を伝える会 和を楽しむこども教室 302,000

147 兵庫県 西宮市 長唄三味線親子教室実行委員会 長唄三味線親子教室 258,000

148 兵庫県 西宮市 筝曲教室夙泉会 筝曲親子教室 258,000

149 兵庫県 西宮市 西宮・神戸能楽教室実行委員会 西宮・神戸能楽教室
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兵庫県 西宮市 西宮能楽研究会 西宮子ども能楽教室 302,000

兵庫県 神戸市 神戸能楽研究会 神戸東灘親子能楽教室 258,000

兵庫県 西宮市 廣田の杜子ども能楽教室実行委員会 廣田の杜子ども能楽教室 302,000

兵庫県 西宮市 能管と親しむ会 西宮本町能管教室 258,000

150 兵庫県 西宮市 兵庫能楽子ども教室実行委員会 兵庫能楽子ども教室

兵庫県 西宮市 夙川能楽子ども教室実行委員会 能楽仕舞子ども教室 258,000

兵庫県 神戸市 神戸能楽子ども教室 能楽仕舞子ども教室 258,000

151 兵庫県 洲本市 洲本市五色百人一首協会 百人一首・暗唱教室 258,000

152 兵庫県 洲本市 五色伝統文化保存会 五色町こども伝統文化事業（華道・茶道） 258,000

153 兵庫県 洲本市 由良柔全会 柔道教室 230,000

154 兵庫県 洲本市 楽しく学ぼうこどもの煎茶教室 楽しく学ぼうこどもの煎茶教室 334,000

155 兵庫県 洲本市 わらじクラブ わらじクラブ大野子ども和太鼓教室 276,000

156 兵庫県 洲本市 千草子ども茶道教室育成会 千草子ども茶道教室育成会 201,000

157 兵庫県 洲本市 ゆり倶楽部 伝統文化親子いけ花教室 258,000

158 兵庫県 芦屋市 華耀会 芦屋子どもいけばな教室 146,000

159 兵庫県 芦屋市 日本現代作法会芦屋支部 伝統文化子ども作法教室 431,000

160 兵庫県 芦屋市 芦屋親子将棋教室 芦屋親子将棋教室 322,000

161 兵庫県 伊丹市 上方舞「萌紀会」 上方舞こども萌の会 207,000

162 兵庫県 伊丹市 公益財団法人柿衞文庫 こどもくずし字・俳句教室 342,000 9140005019105

163 兵庫県 伊丹市 こども能楽お囃子クラブ 能楽・笛こども教室 302,000

164 兵庫県 豊岡市 いけばな子供教室 いけばな子供教室 302,000

165 兵庫県 洲本市 洲本剣友会 洲本剣道こども教室 345,000

166 兵庫県 加古川市 萬代能楽塾 加古川こども能楽教室 302,000

167 兵庫県 加古川市 野村祭り保存会 野村伝統文化親子教室 431,000

168 兵庫県 加古川市 平岡五色百人一首 平岡五色百人一首 309,000

169 兵庫県 加古川市 風龍太鼓の会 風龍太鼓親子教室 258,000

170 兵庫県 加古川市 船町屋台保存会 船町祭りこども親子教室 302,000

171 兵庫県 加古川市 清保会 陵南親子いけばな教室 258,000

172 兵庫県 加古川市 俳句西加古川会 楽しい俳句こども教室 302,000

173 兵庫県 加古川市 加古川西部茶道会 茶道と作法こども教室 345,000
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174 兵庫県 加古川市 日本の伝統いけばな加古川会 伝統文化いけばな親子教室 345,000

175 兵庫県 赤穂市 赤穂こども能楽教室実行委員会 赤穂こども能楽教室 247,000

176 兵庫県 赤穂市 吟道摂楠流総本部 詩吟親子体験教室 232,000

177 兵庫県 赤穂市 塩屋屋台保存会 塩屋屋台　太鼓音頭子供教室 427,000

178 兵庫県 赤穂市 高雄獅子保存会 高雄獅子舞親子教室 429,000

179 兵庫県 赤穂市 茶道裏千家赤穂普及会 茶道子ども教室 262,000

180 兵庫県 西脇市 富吉上町秋祭り保存会 富吉上町秋祭り親子教室 258,000

181 兵庫県 西脇市 西脇市装道和装礼法子ども教室実行委員会 親子で楽しむきもの＆マナー 254,000

182 兵庫県 西脇市 野中町秋祭り保存会 野中町秋祭り親子教室 258,000

183 兵庫県 宝塚市 楓書道会 楓書道教室 258,000

184 兵庫県 宝塚市 日本文化を楽しむ会 宝塚能楽子ども教室 258,000

185 兵庫県 宝塚市 宝塚茶道同好会 茶道こども教室 283,000

186 兵庫県 宝塚市 日本現代作法会　宝塚南口分会 伝統文化子ども作法教室 431,000

187 兵庫県 宝塚市 伝統芸能に親しむ友の会 宝塚伝統芸能こども教室 302,000

188 兵庫県 宝塚市 特定非営利活動法人宝塚の杜芸術倶楽部 宝塚陶芸親子教室 431,000 9140005021977

189 兵庫県 三木市 栄町青年会 栄町屋台太鼓親子教室 258,000

190 兵庫県 高砂市 梅井子ども会育成会 曽根天満宮梅井屋台太鼓子ども教室 388,000

191 兵庫県 三木市 三木市いけばな協会 伝統文化いけばなこども教室 150,000

192 兵庫県 川西市 さくらの会 日本舞踊親子体験教室 258,000

193 兵庫県 川西市 川西市北部地区伝統文化教室実行委員会
川西市伝統文化推進事業（川西市北部地区伝統文化
親子教室）

302,000

194 兵庫県 川西市 TOSS大阪くれは
北部地区伝統文化推進事業（北部地区伝統文化親子
教室）

302,000

195 兵庫県 川西市 大阪子ども観光大使実行委員会
川西・北摂伝統文化推進事業（川西市・大阪北部地区
伝統文化親子教室）

302,000

196 兵庫県 小野市 久保木町歴史保存会 住吉神社屋台太鼓こども親子教室 258,000

197 兵庫県 小野市 黍田町年中行事保存会 黍田町年中行事保存会こども教室 302,000

198 兵庫県 小野市 無双直伝英信流居合術山内派鷹信道場 居合道親子教室 302,000

199 兵庫県 三田市
特定非営利活動法人歴史文化財ネットワークさ
んだ

三田焼・青磁体験講座 224,000 3140005015646

200 兵庫県 三田市 未生流中山文甫会北摂支部 親子いけばな教室 62,000

201 兵庫県 三田市 能楽と郷土を知る会 こうべさんだ能・狂言子ども教室 302,000

202 兵庫県 三田市 三田将棋クラブ こども将棋教室 295,000

203 兵庫県 三田市 三田明吟会 「吟と舞」で万葉の和歌を学ぶ親子教室 241,000
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204 兵庫県 加西市 加西市こども茶道教室 加西こども茶道教室 254,000

205 兵庫県 加西市 加西市こどもいけ花教室 加西こどもいけ花教室 242,000

206 兵庫県 加西市 加西市子ども三味線教室 加西市子ども三味線教室 258,000

207 兵庫県 加西市 加西将棋連盟 加西将棋教室 431,000

208 兵庫県 加西市 泉子供太鼓保存会 泉子供太鼓教室 267,000

209 兵庫県 加西市 加西市観光まちづくり協会 加西市こども狂言塾 172,000

210 兵庫県 篠山市 一般社団法人ウイズささやま 丹波篠山こども狂言 258,000 9140005022397

211 兵庫県 丹波市 伝統文化子どもチャレンジ教室実行委員会 伝統文化子どもチャレンジ教室 310,000

212 兵庫県 加東市 町組青年会 町組秋祭り子供教室 345,000

213 兵庫県 加東市 北東組青年会 高岡稲荷神社　北東組こども教室 258,000

214 兵庫県 加東市 高岡北西組青年会 高岡北西組こども教室 258,000

215 兵庫県 加東市 県社佐保下組門前会 県社佐保下組門前会こども教室 241,000

216 兵庫県 養父市 養父太鼓　鼓彩 養父和太鼓教室 369,000

217 兵庫県 養父市 おおやホール文化振興会 おおやホールこども和太鼓教室 258,000

218 兵庫県 養父市
大屋地区伝統文化いけばな親子教室実行委員
会

大屋地区伝統文化こどもいけばな教室 258,000

219 兵庫県 南あわじ市 南あわじ子ども名句カルタ会 南あわじ子ども名句カルタ会 280,000

220 兵庫県 南あわじ市 稲田南郷土芸能保存会 稲田南郷土芸能親子教室 246,000

221 兵庫県 南あわじ市 茶道の広場 茶道の広場 258,000

222 兵庫県 南あわじ市 花椿の会 花椿の会 258,000

223 兵庫県 南あわじ市 さくらの会 さくらの会 258,000

224 兵庫県 淡路市 茶道子ども教室の会 茶道子ども教室の会 388,000

225 兵庫県 淡路市 岩屋子供だんじり踊り保存会 岩屋子供だんじり踊り保存会 388,000

226 兵庫県 淡路市 淡路市五色百人一首会 淡路市五色百人一首で遊ぶ会 162,000

227 兵庫県 淡路市 北淡剣友会　少年部 北淡剣友会　少年部 215,000

228 兵庫県 淡路市 岩屋少年剣道クラブ 岩屋少年剣道クラブ 258,000

229 兵庫県 淡路市 津名剣友会 津名剣友会 293,000

230 兵庫県 宍粟市 宇原獅子舞保存会 宇原獅子舞 298,000

231 兵庫県 宍粟市 宍粟和太鼓アーツ倶楽部 伝統文化親子和太鼓教室 258,000

232 兵庫県 宍粟市 波賀町こども茶華道教室実行委員会 波賀町こども茶華道教室 330,000

233 兵庫県 たつの市 伊津地区春日振興会
伊津地区春日神社秋季例祭屋台太鼓・しで・伊勢音頭
伝承教室

431,000
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234 兵庫県 たつの市 親子茶道ちゃちゃくらぶ 親子茶道ちゃちゃくらぶ 258,000

235 兵庫県 たつの市 龍野若竹会
伝統武道（柔道）を通じての世代間・地域間活き活き交
流活動事業

431,000

236 兵庫県 たつの市 若葉会 若葉会 189,000

237 兵庫県 多可町 多可町伝統文化親子教室実行委員会 多可町伝統文化親子教室 397,000

238 兵庫県 市川町 西川辺屋台太鼓保存会 屋台太鼓子ども教室 302,000

239 兵庫県 市川町 西川辺南区祭り太鼓保存会 西川辺南区まつり太鼓　親子教室 383,000

240 兵庫県 市川町 西川辺東区盆おどり保存会 西川辺東区盆踊り大会 431,000

241 兵庫県 市川町 澤中部壮年会 澤中部秋祭り太鼓親子教室 302,000

242 兵庫県 市川町 奥祭り保存会 奥祭り太鼓教室 258,000

243 兵庫県 市川町 甘地獅子舞保存会 伝統文化親子教室事業（甘地獅子舞親子教室） 293,000

244 兵庫県 市川町 鶴居まつり屋台保存会 鶴居まつり屋台親子教室 302,000

245 兵庫県 市川町 西田中まつり運営委員会 西田中秋まつり伊勢唄太鼓こども教室 302,000

246 兵庫県 播磨町 播磨町野添中部子供会育成会 播磨町野添中部秋祭り親子教室 431,000

247 兵庫県 福崎町 長野太鼓保存会 長野太鼓　親子教室 258,000

248 兵庫県 福崎町 井ノ口屋台保存会 井ノ口こども屋台太鼓教室 383,000

249 兵庫県 福崎町 特定非営利活動法人　和楽 和楽親子太鼓教室 258,000 7140005023521

250 兵庫県 福崎町 恵美須神社奉納相撲伝承会 恵美須神社奉納相撲　親子教室 430,000

251 兵庫県 福崎町 高橋太鼓保存会 高橋太鼓親子教室 431,000

252 兵庫県 福崎町 西治太鼓保存会 西治太鼓　親子教室 258,000

253 兵庫県 福崎町 田尻区祭り保存会 祭り保存会親子教室 302,000

254 兵庫県 福崎町 山崎太鼓保存会 山崎太鼓　親子教室 431,000

255 兵庫県 福崎町 二之宮神社幟芸保存会 二之宮神社幟芸　親子教室 431,000

256 兵庫県 福崎町 福田祭り太鼓・囃子保存会 福田子供「屋台・太鼓」教室 258,000

257 兵庫県 福崎町 福田八朔祭り保存会 福田子供「八朔盆踊り」教室 388,000

258 兵庫県 福崎町 西治幟芸保存会 西治幟芸　親子教室 258,000

259 兵庫県 福崎町 常住寺盆踊り保存会 常住寺こども盆踊り親子教室 297,000

260 兵庫県 福崎町 庄祭り保存会 庄祭りこども親子教室 302,000

261 兵庫県 福崎町 鍛冶屋祭り保存会 鍛冶屋こども屋台太鼓教室 387,000

262 兵庫県 福崎町 八反田区秋祭り保存会 八反田区秋祭り保存会 258,000

263 兵庫県 福崎町 余田祭り保存会 余田子ども「屋台太鼓」教室 258,000
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264 兵庫県 福崎町 余田大歳神社浄舞保存会 余田浄舞子ども教室 345,000

265 兵庫県 福崎町 駅前祭り保存会 駅前祭り太鼓こども教室 431,000

266 兵庫県 福崎町 西野祭り保存会 西野祭り太鼓親子教室 254,000

267 兵庫県 上郡町 山野里子供茶道教室推進会 こども茶道教室 258,000

268 兵庫県 佐用町 佐用子ども将棋教室 子ども将棋教室 388,000

269 兵庫県 高砂市 小松原仁輪加保存会 郷土芸能【仁輪加太鼓】の継承に係る親子教室 126,000

270 兵庫県 高砂市 戎町自治会 高砂神社秋祭り　戒町車楽（だんじり）親子教室 258,000

271 兵庫県 高砂市 高砂こども仕舞教室実行委員会 高砂・こども仕舞教室 345,000

272 兵庫県 高砂市 高砂神社秋祭り保存会 高砂神社みこし白和幣（しで）・頭家伝承教室 431,000

273 兵庫県 高砂市 農人町若頭会 屋台太鼓及び舞子芸・車楽太鼓　親子教室 258,000

274 兵庫県 高砂市 西畑祭典委員会 高砂神社　高砂西畑祭り太鼓親子教室 431,000

275 兵庫県 高砂市 浜田町祭典委員会 高砂神社浜田町だんじり屋台芸親子教室 345,000

276 兵庫県 高砂市 藍屋町祭典委員会
高砂神社藍屋町秋祭り舞子芸および屋台太鼓親子教
室

414,000

277 兵庫県 高砂市 高砂中部保存会 高砂神社高砂中部獅子舞親子教室 431,000

278 兵庫県 高砂市 高砂中部祭典委員会 高砂神社高砂中部祭り太鼓親子教室 431,000

279 兵庫県 高砂市 扇町青年会 扇町獅子舞・太鼓こども教室 270,000


