
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 宮崎県 宮崎市 下原地区伝統文化いけばな教室 いけばな教室 139,000

2 宮崎県 宮崎市 花ヶ島地区伝統文化いけばな親子教室 花ヶ島地区伝統文化いけばな親子教室 158,000

3 宮崎県 宮崎市 小戸・西池地区伝統文化いけばな親子教室 小戸・西池地区伝統文化いけばな親子教室 204,000

4 宮崎県 宮崎市 潮見地区伝統文化いけばな親子教室 潮見地区伝統文化いけばな親子教室 131,000

5 宮崎県 宮崎市 住吉地区伝統文化いけばな親子教室 住吉地区伝統文化いけばな親子教室 243,000

6 宮崎県 宮崎市 佐土原地区伝統文化親子いけばな教室 佐土原地区伝統文化親子いけばな教室 302,000

7 宮崎県 宮崎市 南地区伝統文化いけばな親子教室 南の子楽しいいけばな教室 284,000

8 宮崎県 宮崎市 大淀地域伝統文化こども茶道教室 伝統文化親子教室 268,000

9 宮崎県 宮崎市 生目地区伝統文化いけばな親子教室 生目地区伝統文化いけばな親子教室 256,000

10 宮崎県 宮崎市 長唄三味線伝統文化教室 長唄三味線伝統文化教室 258,000

11 宮崎県 宮崎市 赤江東地区伝統文化いけばな親子教室 赤江東地区伝統文化いけばな親子教室 190,000

12 宮崎県 宮崎市 宮崎市伝統文化同好会 伝統文化親子茶道教室 258,000

13 宮崎県 宮崎市 細江神楽保存会 細江神楽／獅子舞こども教室 140,000

14 宮崎県 宮崎市 大塚台地区伝統文化いけばな親子教室 大塚台地区伝統文化いけばな親子教室 239,000

15 宮崎県 宮崎市 清武地区伝統文化いけばな親子教室 清武地区伝統文化いけばな親子教室 205,000

16 宮崎県 宮崎市 木花地区伝統文化こども茶道教室 伝統文化親子茶道教室 310,000

17 宮崎県 宮崎市 大淀西地区伝統文化いけばな親子教室 大淀西地区伝統文化いけばな親子教室 328,000

18 宮崎県 宮崎市
宮崎市伝統文化和装礼法親子教室事業実行委
員会

伝統文化和装礼法親子教室事業実行委員会 430,000

19 宮崎県 宮崎市
宮崎市伝統文化いけばな親子教室事業実行委
員会

伝統文化いけばな親子教室事業実行委員会 430,000

20 宮崎県 都城市 妻ケ丘地区伝統文化親子いけばな教室 妻ケ丘地区伝統文化親子いけばな教室 258,000

21 宮崎県 都城市 寿実丸会 都城子ども日本舞踊教室 167,000

22 宮崎県 都城市 横市地区伝統文化いけばな親子教室 横市地区伝統文化いけばな親子教室 387,000

23 宮崎県 都城市 都城・北諸県百人一首等伝承会 都城・北諸県子供わくわく教室 388,000

24 宮崎県 延岡市 どんぐり じいちゃん・ばあちゃん　宝箱教室 431,000

25 宮崎県 延岡市 やまびこクラブ 寺子屋　やまびこ 431,000

26 宮崎県 延岡市 こでまりの花の会 こでまりの花の会 431,000

27 宮崎県 延岡市 ひと針の布工房 刺しゅうの伝統の技を伝える布針糸に親しむ親子教室 431,000

28 宮崎県 延岡市 なぎなたを学び伝えよう会 日本の伝統武道なぎなたを多くの人に伝えよう会 694,000

29 宮崎県 延岡市 三川内伝統文化を守る会 三川内伝統文化を守る会 388,000
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30 宮崎県 延岡市 めざせ！！利休の心茶道文化親子寺子屋 茶道・茶花の寺子屋 689,000

31 宮崎県 延岡市 伝統文化生け花を楽しむ会 熊田花とふれあう伝統文化子供教室 431,000

32 宮崎県 延岡市 つくしんぼ「花の会」 つくしんぼ伝統文化親子教室 345,000

33 宮崎県 延岡市 チントンシャンこども三味線寺子屋 チントンシャンこども三味線寺子屋 431,000

34 宮崎県 延岡市 東海地区こども相撲保存会 東海地区こども相撲保存会 302,000

35 宮崎県 延岡市 心を落ちつけて東海っ子茶道教室 心を落ちつけて東海っ子茶道教室 300,000

36 宮崎県 延岡市 延岡日本舞踊協会 延岡日本舞踊協会親子教室 376,000

37 宮崎県 延岡市 くるくる伝統の皿回しふるさと文化教室 くるくる伝統の皿回しふるさと文化教室 314,000

38 宮崎県 延岡市 表千家径友会 若草茶道教室 302,000

39 宮崎県 延岡市 倭伝太鼓の会 元気いっぱい！！ふるさと伝統和太鼓教室 774,000

40 宮崎県 延岡市 港わんぱく太鼓 「港わんぱく太鼓」和太鼓教室 375,000

41 宮崎県 延岡市 のべおか　風と土の学校 農耕文化を起源とした伝統文化親子教室 431,000

42 宮崎県 日南市 日南地区太鼓保存会 日南和太鼓親子教室 345,000

43 宮崎県 日南市 日南北地区伝統文化いけばな親子教室 日南北地区伝統文化いけばな親子教室 258,000

44 宮崎県 日南市 南郷地区伝統文化茶道・いけばな親子教室 黒潮こども茶道・いけばな教室 276,000

45 宮崎県 日向市 日向市舞踊連盟 日向市伝統文化子ども教室 302,000

46 宮崎県 日向市 日本舞踊　絹彩の会 日本舞踊　子ども教室　ひむかをどり 284,000

47 宮崎県 日向市 ひむか和太鼓の会 和太鼓教室 776,000

48 宮崎県 西都市 西都地区伝統文化いけばな親子教室 西都地区伝統文化いけばな親子教室 137,000

49 宮崎県 西都市 都於郡地区伝統文化いけばな親子教室 都於郡地区伝統文化いけばな親子教室 100,000

50 宮崎県 国富町 国富地区伝統文化いけばな親子教室 国富地区伝統文化いけばな親子教室 199,000

51 宮崎県 国富町 森永地区伝統文化親子いけばな教室 森永地区伝統文化親子いけばな教室 252,000

52 宮崎県 綾町 綾町地区伝統文化いけばな親子教室 綾町地区伝統文化いけばな親子教室 163,000

53 宮崎県 高鍋町 高鍋和太鼓元気クラブ 高鍋和太鼓を楽しむ会 414,000

54 宮崎県 門川町 門川町華道連盟 いけばなこども教室 301,000

55 宮崎県 門川町 門川神楽保存会 門川神楽こども教室 431,000


