兵庫県教育委員会所管公益法人一覧
所管法人数：182法人（社団法人：41法人、財団法人：141法人)
(平成19年４月現在)
名

称

あ (財) あかりの鹿児資料館

主たる事務所の所在地

電話番号

設立年月日

主な目的・事業

675-0039 加古川市加古川町粟津803-1

079-421-2191 平9.2.28

あかりに関する学術、文化の振興、発展

(社) 暁美会

673-0001 明石市明南町2-14-20

078-928-2733 昭43.12.4

明石南高同窓生の親睦

(財) 赤穂市文化振興財団

678-0232 赤穂市中広864

0791-43-3269 昭61.4.1

地域文化の振興

(社) 芦屋カンツリー倶楽部

659-0002 芦屋市奥山1-25

0797-31-0501 昭26.8.8

ゴルフの振興
ボーイスカウト振興等

(財) 芦屋スカウト会館

659-0067 芦屋市茶屋之町8-12

0797-31-2848 昭46.4.10

(財) 芦屋仏教会館

659-0071 芦屋市前田町1-5

0797-22-1562 昭5.3.28

仏教思想の普及

(財) 尼崎市スポーツ振興事業団

660-0805 尼崎市西長洲町1-4-1

06-6489-2027 昭58.1.5

体育スポーツの振興

(財) 尼崎市総合文化センター

660-0881 尼崎市昭和通2-7-16

06-6487-0804 昭48.3.31

市民文化向上

(財) アルカディア音楽芸術振興財団

659-0014 芦屋市翠ケ丘町2-18

0797-34-4333 平8.12.25

音楽芸術の向上発展

(財) 淡路人形協会

656-0393 南あわじ市湊90-1

0799-37-3020 昭52.4.5

人形淨瑠璃芝居の保存

659-0082 芦屋市山芦屋町26-5

0797-22-2610 昭60.11.18

飯田儻隠の思想等研究

(財) 井植愛郷会

656-2305 淡路市浦1046

0799-74-3161 昭45.4.2

公民館の設置・運営

(財) 井植記念会

655-0873 神戸市垂水区青山台1-21-1

078-751-5216 昭37.8.22

学術研究の援助等

(財) 家島育英会

672-0102 姫路市家島町宮964ｰ2

07932-5-2408 昭40.2.26

奨学援助

(財) 石屋梅栄会

658-0055 神戸市東灘区御影町石屋八色岡2 綱敷天満神社内

078-841-1150 昭12.5.21

綱敷天満神社への補助

(財) 伊丹市公園緑化協会

664-0881 伊丹市昆陽1-1-2

072-784ｰ8096 昭62.6.24

緑化思想の普及、昆虫館

(財) 伊丹市文化振興財団

664-0895 伊丹市宮ノ前1-1-3伊丹市立文化会館内

072-778-8788 平4.2.12

地域文化・生涯学習の振興

(社) 伊丹市友会

664-0015 伊丹市昆陽池3-3-1市立昆陽池センター内

072-772-6181 昭42.6.27

市民親睦・教養向上

(財) 伊丹スポーツセンター

664-0006 伊丹市鴻池字上玉田1-1

072-783-5613 昭46.4.5

住民体力増進スポーツ

(財) 伊藤文化財団

651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-1日生ビル７階

078-291-8717 昭56.6.16

芸術文化の振興発展
青少年の心身の修養等

い (財) 飯田儻隠遺徳顕彰会

う

〒

(財) 岩屋青年会

657-0845 神戸市灘区岩屋中町4-4-21

078-861-1822 昭5.4.4

(財) 植野アジア芸術文化振興財団

659-0003 芦屋市奥池町12-1

0797-38-0021 昭58.11.19

中国陶磁器の収集公開

(財) 内海記念奨学体育振興財団

663-8247 西宮市津門稲荷町5-8

0798-35-8409 昭60.7.16

体育スポーツの振興

(財) 有年考古館

678-1181 赤穂市有年楢原1164-2

0791-49-2008 昭26.4.27

埋蔵文化財の調査等

660-0083 尼崎市道意町6-3-1

06-6411-5001 昭59.3.30

学校教育芸術文化振興

お (財) 大谷教育文化振興財団
か (財) 柿衛文庫
(財) 加古川市ウェルネス協会

664-0895 伊丹市宮ノ前2-5-20

072-782-0244 昭57.6.30

俳かい文学等整理保存

675-0058 加古川市東神吉町天下原370

079-433-1100 平9.10.28

健康の維持及び増進並びにスポーツの振興
住民文化活動振興

(財) 加古川市文化振興公社

675-0101 加古川市平岡町新在家1224-7

0794-25-5300 昭60.9.26

(財) 霞城館

679-4179 たつの市龍野町上霞城30-3

0791-63-2900 昭53.4.15

社会教育施設運営等

(財) 加東文化振興財団

673-1495 加東市上三草1175

0795-42-7700 平3.3.6

地域文化の振興

(財) 川西記念新明和教育財団

665-8550 宝塚市新明和町1-1

0798-56-5000 平4.9.22

就学奨学金援助、科学技術研究助成

(財) 川西市体育・スポーツ振興事業団

666-0017 川西市火打1-1-4

072-759-9712 昭59.10.1

体育スポーツの振興

(財) 川西市文化財団

666-0015 川西市小花2ｰ7ｰ2

072-740-1117 平8.4.1

地域の芸術、文化の振興

(社) 関西ヨットクラブ

662-0934 西宮市西宮浜地先

0798-26-0691 昭44.10.4

海上スポーツの振興

名

称

(社) 観正会
き (財) 木下記念事業団
(財) 虚子記念文学館

く

〒

主たる事務所の所在地

電話番号

設立年月日

主な目的・事業

653-0811 神戸市長田区大塚町2-1-14

078-691-5449 昭35.12.23

650-0001 神戸市中央区加納町2-10-15

078-222-2551 昭50.10.31

能楽の発展普及
奨学援助

659ｰ0074 芦屋市平田町8ｰ22

0797ｰ21ｰ1036 平11.12.28

兵庫県民の教育と文化の発展

(社) 錦江会

675-0101 加古川市平岡町新在家902-4

079-426-2749 昭8.7.13

農業高同窓生相互親睦

(社) 銀蔦会

669-2711 篠山市栗柄御岳大林三岳ロッジ

0795-93-0371 昭47.7.27

青少年の健全育成

(財) 工藤教育振興会

652-0846 神戸市兵庫区出在家町2-2-26ブックローン㈱内

078-651-8501 昭56.2.10

義務教育の振興充実

(財) グローリー小学生育成財団

670-0063 姫路市下手野1ｰ1-55

079-297-3126 平7.3.31

小学生の健全育成

(財) 黒住教神戸一誠会

650-0013 神戸市中央区花隈町3-28

078-341-7277 昭5.8.5

黒住教布教の資材供給

け (財) 玄武洞ミュージアム

668-0801 豊岡市赤石1362

0796-23-3821 平16.12.22

玄武洞に関する資料、岩石及び化石の収集、展示

こ (財) 光久寺保存会

671-2401 姫路市安富町安志79

0790-66-2633 大15.9.6

光久寺宝物の維持等

658-0057 神戸市東灘区御影町郡家字石野285

078-841-0652 昭47.3.14

美術品収集・公開等

(財) 香雪美術館
(財) 香寺民俗資料館

679-2143 姫路市香寺町中仁野字高尾336

079-232-3522 昭46.10.3

民俗資料収集・保存

(財) 神戸育英会

650-0022 神戸市中央区元町通3-3-15

078-331-1835 昭24.8.22

奨学金の支給

(財) 神戸学生・青年センター

657-0064 神戸市灘区山田町3-1-1
650-0016 神戸市中央区橘通3-4-1総合福祉センター4階

078-851-2760 昭48.1.8

学生青年教育文化向上

078-341-0083 昭26.5.1

会員親睦と教養の向上

(財) 神戸基督教女子青年会

651-0093 神戸市中央区二宮町1-12-10

078-231-6201 昭27.7.21

婦人問題の研究調査等

(社) 神戸国際カントリー倶楽部

651-2223 神戸市西区押部谷町木見975-1西神戸ゴルフ場内

078-994-5700 昭34.3.23

ゴルフの振興

(社) 神戸ゴルフ倶楽部

657-0101 神戸市灘区六甲山町一ケ谷１−３

078-891-0364 昭27.9.15

ゴルフの振興

(財) 神戸市演奏協会

650-0016 神戸市中央区橘通3-4-3

078-361-7241 平6.11.1

音楽芸術の普及向上

(財) 神戸市教育会館

650-0004 神戸市中央区中山手通4-10-5

078-222-4111 昭52.8.25

会館運営・教育事業等

(財) 神戸市消防育英会

650-0001 神戸市中央区加納町6-5-1

078-325-8505 昭52.9.12

消防活動被災子弟援助

(財) 神戸市体育協会

651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14

078-221-3555 平2.4.1

スポーツの振興

(財) 神戸市婦人文化協会

650-0016 神戸市中央区橘通2-3-5IN神戸602号

078-341-8530 昭51.10.1

婦人文化の向上

(財) 神戸市民大学講座

650-0004 神戸市中央区中山手通4-3-5 中山手安田ﾋﾞﾙ5階

078-252-9707 昭59.3.6

自己啓発の場の提供

(財) 神戸市民文化振興財団

650-0017 神戸市中央区楠町4-2-2神戸文化ホール内

078-361-7105 昭57.10.1

神戸市民文化活動振興

(社) 神戸市私立幼稚園連盟

650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-2神戸市総合教育センター内

078-360-1145 平6.3.31

幼児教育の振興

(財) 神戸新聞文化財団

650-0044 神戸市中央区東川崎町1-5-7

078-362-7111 平8.11.1

県内の芸術、文化の振興

(社) 神戸新聞文化センター

651-0096 神戸市中央区雲井通7-1-1ミント神戸17Ｆ

078-265-1100 昭34.10.31

学術・技芸等教養授与

(社) 神戸青年仏教徒会

650-0015 神戸市中央区楠町5-4-16-102

078-382-2224 昭49.3.29

仏教の振興

(財) 神戸積徳会

652-0043 神戸市兵庫区会下山町1-1-6

078-511-8767 明40.4.27

信仰と道徳の鼓吹

(財) 神戸沖洲会館

651-0063 神戸市中央区宮本通2-3-13

078-242-1975 昭38.4.18

沖洲会員の相互親睦

(社) 神戸フットボールクラブ

651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-5IN東洋ビル201

078-252-7130 昭45.12.22

サッカーの普及振興

(社) 神戸ﾘｶﾞｯﾀ･ｱﾝﾄﾞ･ｱｽﾚﾁｯｸ倶楽部

651-0085 神戸市中央区八幡通2-1-20磯上公園内

078-231-2271 明38.3.17

漕艇その他の体育遊技

(社) 神戸旧友会

(財) 神戸ＹＭＣＡ

650-0001 神戸市中央区加納町2-7-15

078-241-7201 明42.1.11

青少年等の心身人格向上

(社) 甲陽会

650-0011 神戸市中央区下山手通6-2-19

078-341-4353 昭40.3.24

教育に係る助成と向上

(財) 公立図書館助成会

674-0084 明石市魚住町西岡1455

078-942-2112 昭43.9.9

図書建設類似事業助成

(財) 五字ケ丘文華財団

670-0061 姫路市西今宿1-1-8

079-292-3433 平2.11.19

工芸美術の収集・研究

(財) 小谷育英会

658-0073 神戸市東灘区西岡本2-7-1-732

078-413-6123 昭42.12.21

奨学援助

名

称

さ (財) 斎藤顕彰会

〒

主たる事務所の所在地

電話番号

設立年月日

主な目的・事業

668-0214 豊岡市出石町内町1

0796-52-5643 昭32.7.23

斎藤隆夫の遺風の顕彰

672-8677 姫路市飾磨区中島字一文字3007

079-235-6379 平5.11.1

地域文化の振興

650-0003 神戸市中央区山本通１-7-21

078-221-8525 大9.10.20

インド人社交体育奨励

(社) 実践人の家

660-0054 尼崎市西立花町2-19-8

06-6419-2464 昭51.7.9

教育の健全化等

(財) 渋谷教育振興財団

662-0927 西宮市久保町1-16

0798-26-0134 昭59.11.6

奨学金の給付等

(財) 下谷上農村歌舞伎舞台保存会

651-1243 神戸市北区山田町下谷上宮ノ前7

078-581-0073 昭53.9.26

舞台・農村歌舞伎の保存
武道の指導等

(財) 山陽特殊製鋼文化振興財団
し (社) ｼﾞｰ･ｲﾝﾃﾞｲｱ･ｸﾗﾌﾞ

(財) 修武館

664-0851 伊丹市中央3-5-8

072-772-3333 昭17.10.15

(財) 淑水館

665-0805 宝塚市雲雀丘3-7-7

072-758-8595 昭58.8.25

幼児児童生徒健全育成

(財) 神商同窓会

655-0035 神戸市垂水区星陵台4-3-1

078-705-1288 昭19.9.29

県商高校同窓生親睦

(社) 親蔦会

653-0801 神戸市長田区房王寺町2-38-1

078-691-1546 昭11.10.19

夢野台高同窓生親睦

658-0051 神戸市東灘区住吉本町3-3-4

078-841-0034 大8.4.12

学術文化体育維持管理

656-0051 洲本市物部3-9-43洲本市スポーツセンター内

0799-22-6634 昭46.1.29

青少年の健康増進等

す (財) 住吉学園
(財) 洲本市青少年健全育成協会
せ (財) 青谿書院保存会

667-0003 養父市八鹿町宿南171

0796-62-4378 明43.7.20

池田草庵の顕彰保存

(財) 青松会

675-0039 加古川市加古川町粟津232-2

079-421-0373 昭50.7.8

奨学援助等

(財) 精道教育促進協会

659-0093 芦屋市船戸町12-6

0797-22-9452 昭45.12.7

学術教育文化事業実施

(財) 千趣留学生奨学財団

663-8142 西宮市鳴尾浜1-3-11

0798-42-6504 平3.4.1

奨学金の給付

(財) 洗心会

657-0013 神戸市灘区六甲台町8-47-603

078-801-6354 昭11.7.3

仏教の祖先崇拝振興

654-0154 神戸市須磨区中落合3-16-4

078-791-8888 昭56.3.16

体力知力子育て推進

(財) 祖霊社保存会

679-5134 佐用郡佐用町乃井野13

0790-79-2154 大1.11.29

祖霊社の維持

(財) 孫中山記念会

655-0047 神戸市垂水区東舞子町2051

078-783-7172 昭63.7.20

孫中山の調査研究

そ (財) 総合教育研究財団

た (社) 宝塚ゴルフ倶楽部

665-0023 宝塚市蔵人字深谷1391-1

0797-71-2251 昭11.12.16

ゴルフの振興

(財) 宝塚市スポーツ教育振興公社

665-0827 宝塚市小浜1-1-11

0797-87-5911 昭62.4.1

スポーツ教室の開催等

(財) 宝塚市文化振興財団

665-0845 宝塚市栄町2-1-1

0797-85-8844 平6.4.1

地域文化の振興

(財) 瀧川奨学財団

651-0084 神戸市中央区磯辺通4-2-12兵庫トヨタ内

078-252-2820 昭63.3.31

奨学金の給付

(財) 多木文化振興会

675-0124 加古川市別府町緑町2

079-437-6002 昭15.12.24

学校教育の振興

(財) 武井スポーツ育成会

654-0009 神戸市須磨区板宿町2-2-1

078-731-1741 平3.1.21

スポーツ活動への助成

(財) 竹中大工道具館

650-0004 神戸市中央区中山手通4-18-25

078-242-0216 平元.11.24

大工道具の収集研究

(財) 但馬高等学校連盟

667-0031 養父市八鹿町九鹿85

079-662-2176 昭33.12.8

但馬寮の設置

(社) 達徳会

668-0042 豊岡市京町12-91

0796-23-1290 昭9.3.24

豊岡高同窓生相互親睦

(財) 俵美術館

659-0084 芦屋市月若町6-1

0797-23-2878 平元.8.1

古矢立等の収集・研究

ち (財) 近松記念館

661-0977 尼崎市久々知1-4-38

06-6491-7555 昭48.7.6

史跡顕彰芸術文化振興

て (財) 寺浦奨学会

665-0845 宝塚市栄町1-12-28

0797-85-2500 昭55.10.16

奨学金の給付
心身障害者教育の向上

(財) 寺下援護会

651-0096 神戸市中央区雲井通2-1-9

078-251-5095 昭57.5.4

(社) 天崎講武会

660-0892 尼崎市東難波町5-16-30

06-6481-3006 昭25.5.19

と (財) 童謡の里龍野文化振興財団
(財) 栃原愛護会
な (財) 中内育英会
(社) 鳴尾ゴルフ倶楽部

679-4167 たつの市富永地先 たつの市総合文化会館赤とんぼ文化ﾎｰﾙ内 0791-63-1888 昭63.4.1

柔道の振興
地域文化の向上

671-2414 姫路市安富町栃原120

0790-66-2025 大10.6.30

造林経営・学事奨励等

650-0011 神戸市中央区下山手通２丁目１番13号 第13ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ9階

078-332-0335 昭57.12.28

教育の奨励援助等

666-0155 川西市西畦野字金ケ谷1-4

072-794-1011 昭7.1.15

ゴルフの振興

名

称

に (社) 西宮カントリー倶楽部
(財) 西宮くすの木会

〒

主たる事務所の所在地

電話番号

設立年月日

主な目的・事業

662-0811 西宮市仁川町6-19-7

0797-71-1212 昭29.12.25

ゴルフの振興

662-0854 西宮市櫨塚町2-20商工会館507

0798-33-1615 昭55.6.23

青少年教育文化等振興

(財) 西宮市大谷記念美術館

662-0952 西宮市中浜町4-38

0798-33-0164 昭47.5.31

美術品収集・公開等

(財) 西宮市学校給食会

662-0867 西宮市大社町9-62

0798-71-5751 昭35.6.16

学校給食の充実発展
芸術・文化の向上

(財) 西宮市文化振興財団

662-0918 西宮市六湛寺町10-11

0798-33-3111 昭63.4.1

(財) 西宮スポーツセンター

662-0861 西宮市河原町1-24

0798-73-7581 昭45.10.28

スポーツ振興体育向上

(財) 西脇市文化・スポーツ振興財団

677-0014 西脇市郷瀬町605

0795-23-8989 昭58.5.16

美術品の収集、公開等

(財) 日工記念事業団

674-0064 明石市大久保町江井島1013-1

078-947-3131 平元.11.27

奨学金の給付等

(社) 日本至誠会

665-0808 宝塚市切畑字長尾山1

0727-62-5157 昭22.10.10

正義秩序人類福祉増進

675-1214 加古川市上荘町見土呂375-1

0794-28-2004 昭13.9.26

農村民の生活改善等

の (財) 農村文化協会
は (財) 白鹿記念酒造博物館

662-0926 西宮市建石町2-10

0798-33-0008 昭57.2.17

酒造等の学術研究等

(財) 白鶴美術館

658-0063 神戸市東灘区住吉山手6-1-1

078-851-6001 昭6.3.31

美術品の保存・展覧等

(財) 長谷川松籟財団

675-0019 加古川市野口町水足671ｰ4

079-422-3301 平12.3.31

科学技術の発展に貢献する人材の育成

(社) 播磨教育センター

670-0921 姫路市綿町153

079-289-8585 昭36.4.28

児童生徒の学力調査等
郷土文化の高揚発展

ひ (財) 東丸記念財団

679-4178 たつの市龍野町大手54-1

0791-63-4573 昭57.12.28

(財) 姫路キリスト教青年会

670-0995 姫路市土山東の町9-15

079-298-5566 昭35.5.17

青少年の健全育成

(財) 姫路市学校給食会

670-0966 姫路市延末295中央卸売市場内

079-221-6686 昭49.9.3

学校給食の円滑な運営

(財) 姫路市スポーツ振興財団

670-0976 姫路市中地453

079-293-1321 平4.5.1

スポーツの普及振興

(財) 姫路市文化振興財団

670-8544 姫路市西延末426-1

079-298-8011 平元.8.4

地域文化の向上

(財) 姫路揚善会

670-8501 姫路市安田4-1姫路市役所内

079-221-2782 昭18.10.18

善行の称揚

(財) 兵庫教育協会

652-0032 神戸市兵庫区荒田町1-21-1兵庫区役所内

078-511-2111 昭9.6.25

公立校の教育事業協力

(財) 兵庫県学校厚生会

650-0012 神戸市中央区北長狭通4-7-34

078-331-9955 昭43.7.7

教職員相互共済・福利

(財) 兵庫県教育会館

650-0004 神戸市中央区中山手通4-10-8

078-291-0891 昭42.11.1

教職員の教養向上等

(財) 兵庫県教育弘済会

650-0012 神戸市中央区北長狭通4-7-34

078-331-9955 平3.7.31

教育助成及び奨学金貸与

(財) 兵庫県警察育英会

650-0011 神戸市中央区下山手通5-4-1

078-351-7809 昭50.9.9

警官等子弟の奨学援助

(財) 兵庫県芸術文化協会

650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3

078-321-2001 昭42.1.28

県民文化の向上

(財) 兵庫県剣道連盟

657-0838 神戸市灘区王子町1-2-8-201

078-861-5145 平6.3.31

剣道の普及振興

(社) 兵庫県高等学校教育振興会

673-0847 明石市明石公園1-27

078-911-6786 昭41.9.13

高等学校教育の振興

(財) 兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会 650-0004 神戸市中央区中山手通7-28-33産業会館内

078-361-8113 昭43.10.31

定通教育の振興

(財) 兵庫県高等学校野球連盟

650-0026 神戸市中央区古湊通2-2-2

078-371-5589 昭58.12.28

高校野球の健全な発展

(社) 兵庫県子ども会連合会

651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-18

078-221-4081 昭61.10.1

児童の健全育成

(社) 兵庫県サッカー協会

651-0085 神戸市中央区八幡通2-1-10

078-232-0753 平17.4.1

兵庫県におけるサッカーの普及と競技力の向上

(社) 兵庫県私学振興協会

650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-13

078-321-2592 昭39.5.26

私立学校教育の振興

(社) 兵庫県私学総連合会

650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-13

078-331-6621 昭26.2.26

私立学校教育の振興

(社) 兵庫県珠算連盟

650-0046 神戸市中央区港島中町6-1商工会議所内

078-303-5816 昭28.5.1

珠算の振興

(財) 兵庫県私立学校教職員退職金財団

650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-13私学会館内

078-331-2553 昭41.5.12

退職手当金の支給等

(社) 兵庫県私立幼稚園協会

650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-13

078-331-6836 昭56.3.25

私立幼稚園の教育振興

(財) 兵庫県私立幼稚園教職員退職基金財団

650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-13私学会館内

078-331-3440 昭44.5.31

退職手当資金の給付等

名

称

〒

主たる事務所の所在地

電話番号

設立年月日

主な目的・事業

(社) 兵庫人権問題研究所

653-0011 神戸市長田区三番町2-6-4

078-531-3660 昭54.9.7

(社) 兵庫県専修学校各種学校連合会

650-0004 神戸市中央区中山手通7-28-33

078-361-8176 昭51.4.20

部落問題の調査・啓発
専修・各種学校振興

(財) 兵庫県体育協会

650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3

078-332-2344 昭63.3.31

スポーツの振興

(社) 兵庫県退職公務員連盟

650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3

078-332-0929 昭26.11.9

退職公務員の親睦等

(財) 兵庫県定時制通信制高等学校生徒互助会 650-0004 神戸市中央区中山手通7-28-33産業会館内

078-361-8179 昭38.2.6

定通制在学生就学援助

(財) 兵庫県婦人会館

650-0011 神戸市中央区下山手通4-18-1

078-221-8031 昭35.6.30

婦人団体へ集会場提供

(社) 兵庫県ボウリング連盟

657-0044 神戸市灘区鹿ノ下通1-1-14

078-871-6703 昭49.6.26

ボウリングの普及振興

(財) 兵庫県ボーイスカウト振興財団

650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー７階

078-360-8573 昭50.5.21

ボーイスカウトの振興

(社) 兵庫県立神戸高等学校同窓会

657-0804 神戸市灘区城の下通1-5-3

078-871-4208 昭26.3.31

神戸高同窓生の親睦

(社) ひょうご部落解放・人権研究所

650-0022 神戸市中央区元町通6-7-10元町関西ビル4階

078-367-8925 昭63.2.1

部落問題の調査・啓発

(財) 平井育英会

671-2201 姫路市書写1772-1

079-266-1700 平4.7.24

奨学金の給付

(財) 広岡コレクション記念財団

651-0097 神戸市中央区布引町2-4-10

078-252-3475 平元.2.23

古美術の公開・保存
奨学金の給付

ふ (財) 福嶋育英会
(財) 二木育英会
ほ (財) 堀江オルゴール博物館
み (社) 御影敬和会

675-1116 加古郡稲美町蛸草848-5

0794-95-0286 平2.4.1

670-0935 姫路市北条口4-5

0792-22-1134 昭43.4.27

奨学援助

662-0088 西宮市苦楽園四番町7-1

0798-70-0656 平9.8.7

オルゴール等の公開等

658-0046 神戸市東灘区御影本町3-14-6

078-811-8701 昭39.3.1

住民文化向上・合理化

(財) 御影振興会

658-0045 神戸市東灘区御影石町4-4-1

078-851-5828 昭25.3.29

御影町の興隆発展

(財) 三木記念会

650-0033 神戸市中央区江戸町101

078-391-4938 昭47.7.8

就学援助

(財) 三木市スポーツ振興基金

673-0432 三木市上の丸町8-30

0794-82-0941 昭62.4.1

指導者育成、選手強化

(財) 三木市文化振興財団

673-0433 三木市福井1937

0794-83-3300 昭61.3.31

地域文化の振興

(財) 未生会館

659-0015 芦屋市楠町11-10

0797-34-0137 昭42.12.15

生け花文化の振興

(財) みなと銀行育英会

651-0193 神戸市中央区三宮町2-1-1㈱みなと銀行内

078-331-8141 昭38.2.9

奨学援助

(財) みなと銀行文化振興財団

650-0032 神戸市中央区伊藤町108

078-333-4360 平3.10.1

地域文化の振興
奨学援助

670-8652 姫路市十二所前町105姫路信金内

079-288-1121 昭38.1.7

む (財) 村尾育英会

(財) 三宅正太郎育英会

650-0004 神戸市中央区中山手通3-4-7

078-332-1901 昭47.8.14

奨学援助

も (財) 森具永保社

662-0965 西宮市郷免町１-25

0798-36-5688 明36.6.17

須佐雄神社の祭典援助

や (財) 柳田國男・松岡家顕彰会

679-2204 神崎郡福崎町西田原1038-12

0790-22-1000 昭47.12.28

業績顕彰等

(財) 山口文化会館

659-0082 芦屋市山芦屋町13-3

0797-22-2228 昭39.6.8

芸術品の収集、展示等

(財) 山崎文化振興財団

671-2576 宍粟市山崎町鹿沢88-1

0790-62-5300 昭62.10.27

地域文化の振興

(財) 山崎本多藩記念館

671-2576 宍粟市山崎町鹿沢95-1

0790-62-0509 昭53.4.10

旧藩古文化財の保存

(財) 山村育英会

662-0923 西宮市浜松原町2-21

0798-32-2300 昭50.4.25

奨学援助

(財) 山本清記念財団

662-0037 西宮市結善町1-24

0798-73-6677 平9.3.31

兵庫県民の芸術、文化活動への参加促進

ゆ (財) ユーハイム体育・スポーツ振興会

650-0046 神戸市中央区港島中町7-7-4

078-302-1001 昭58.12.28

体育スポーツの振興

り

668-0025 豊岡市幸町3-15

0796-22-7177 昭45.6.3

豊岡実業高同窓生の親睦

(社) 陵風大美会

