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期日 イベント 主　　催 開催場所 詳　　細

2011/3/26 東海美術連盟 東海村中央公民館

山本啓子作品展 山本啓子 ｷﾞｬﾗﾘｰｴｽﾊﾟｰｽ

ｱｰﾄﾗｲﾌ小さな作品展 神永ｸﾞﾙｰﾌﾟ展 ｷﾞｬﾗﾘｰ ｻｻﾞ

ｱｰﾄﾌﾗｯｸﾞ ﾃｸﾉ交流館ﾘｺｯﾃｨ

2011/2/13 人物ｺｽﾁｭｳﾑﾃﾞｯｻﾝ会 東海美術連盟 白方ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

村内各店舗

2011/1/23
新年会・研究会 東海美術連盟 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2010/12/25 かけはし展Ⅱ　制作打合 東海文化ｾﾝﾀｰ

新構造社茨城支部 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

ｷﾞｬﾗﾘｰ絵画教室展 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

「森の海のとびうおﾀﾞﾝｻｰ」絵本原画展 角川学芸出版 ｷﾞｬﾗﾘｰ ｻｻﾞ

三軌会　茨城支部展 三軌会 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

東海村総合体育館

一泊野外ｽｹｯﾁ会 東海美術連盟 裏磐梯・曾原湖・桧原湖

東海絵画同好会作品展 東海絵画同好会 ﾃｸﾉ交流館ﾘｺｯﾃｨ

創造美術会　茨城支部展 創造美術会 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

戻る

2010　平成22年度　東海美術連盟スケジュール
2011/05/05更新

東海美術連盟
　総会

2011/3/11
～3/16

2011/3/1
～3/7

2011/2/17
～3/1

第5回　ARTFLAG小品展 案内ハガキ

2011/2/6
～2/12

第23回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展（ｷﾞｬﾗﾘｰ）【絵画・彫刻・工芸・華】 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会

2011/2/1
～4/30

第23回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展
（店舗・事業所）

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会

『第23回ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展』ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

第23回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展ｷｯｸｵﾌ

(財)東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 14：00～

2010/12/5
～12/11

新構造茨城作家展2010 案内ハガキ

2010/11/28
～12/4

（財）東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団
講師　：　東海美術連盟

案内ハガキ

2010/11/16
～11/22

案内ハガキ

2010/11/7
～11/13

2010/10/29
～10/31

2010東海村文化祭
　絵画・彫刻展

東海村文化祭実行委員会
東海村文化協会

日程・チラシ詳細

2010/10/23
～10/24

2010/10/21
～11/3

案内チラシ

2010/10/17
～10/23

案内ハガキ

http://league.bunka-tokai.org/league_data2/art/pdf/art_schedule.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20110217-20110301.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data/art/album05/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_23_20110201-20110430.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20101205-20101211.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20101128-20101204.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20101116-20101122.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data/aboutfes/2010aboutfes/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20101021_20101103.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20101017-20101023.pdf
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画塾ﾌﾟﾗﾈｯﾄ展 画塾ﾌﾟﾗﾈｯﾄ 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

棚井哲雄・洋子　夫婦展 棚井哲雄・洋子 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2010/9/19 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ研修会 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 会津方面
・福満虚空蔵尊圓蔵寺（柳津）

茨城県民文化ｾﾝﾀｰ

創造美術会 ｷﾞｬﾗﾘｰ ｻｻﾞ

2010/8/5 東海村文化祭実行委員会　総会 東海村文化協会 東海村文化ｾﾝﾀｰ

裸婦ﾃﾞｯｻﾝ会 東海美術連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2010/7/15 東海村文化祭参加申込締切 東海村文化祭実行委員会 -

ｱｰﾄﾌﾗｯｸﾞ 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

夏休み子ども作品教室参加申込受付開始 -

2010/7/1 東海村芸術祭実行委員会 東海会館

2010/6/12 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

茨城県民文化ｾﾝﾀｰ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2010/6/5 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2010/5/28 東海村文化協会

村内各所

2010/4/28 角川学芸出版 - 絵：こうやちかこ　　文：ふかやあきと

2010/10/3
～10/9

案内ハガキ

2010/9/26
～10/2

案内ハガキ

・七日町通り（会津若松）

・やないづ町立　斎藤清　美術館（柳津）

・五浪記念美術館（会津坂下）

2010/9/11
～9/16

21世紀新美会・亀山浩嗣追悼展 21世紀新美会

2010/9/7
～9/13

創造美術会茨城支部　第7回2010小品展 案内ハガキ

19：00～

2010/7/31
～8/1

2010/7/11
～7/17

第20回ＡＲＴ　ＦＬＡＧ展 案内ハガキ

2010/7/1～ 東海村文化協会
東海美術連盟

第23回東海村芸術祭　反省会 18：00～

第23回東海村芸術祭
　美術展搬出

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

15：00～

2010/6/6
～6/13

第40回記念茨城文化団体　連合美術展2010 案内ハガキ

2010/6/6
～6/12

第23回東海村芸術祭【美術展】
東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

10：00～19：00

第23回東海村芸術祭
　美術展搬入

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

16：00～

東海村文化協会
　総会

19：00～20：30

2010/ 5
～2011/ 2 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ　絵画教室（油彩・水彩）』

（財）東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団
講師　：　東海美術連盟

申込先　：　
　　東海ステーションギャラリー
　　4/3～受講者募集

『森の海のとびうおﾀﾞﾝｻｰ』絵本発売

http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20101003-20101009.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20100926-20101002.pdf
http://www.aizukanko.com/data/2009raku1.pdf
http://www4.ocn.ne.jp/~s.k.muse/
http://www.town.aizubange.fukushima.jp/~goro-museum/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20100907-20100913.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20100711-20100717.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20100606-20100613.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data/art/album04/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20100403.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20100430.pdf
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2010/4/25 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会

2010/4/24 日帰りｽｹｯﾁ 東海美術連盟 御前山・桂村周辺

2010/4/20 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2010/4/4

2010/3/26 東海美術連盟 東海村中央公民館

村内各店舗

2011/3/27 『かけはし展Ⅱ』交流会 東海文化ｾﾝﾀｰ 延期

かけはし展Ⅱ 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ 延期

組みﾎﾟｰｽﾞを描くⅡ

財団の依頼で、美術連盟から、講師を派遣して行う主な行事
2010/7/30 夏休み子ども作品教室　　　 中央公民館

通年
講師：高橋・門前・佐藤（康）・波澄 東海文化ｾﾝﾀｰ

石神絵画教室 講師：高橋・佐藤（康） 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

第22回ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ
　総会

13：00～15：00

東海村文化協会
　補助金等申請締切

(様式-1)平成21年度文化協会助成金に関する実績報告並びに決算
(様式-2)平成22年度文化協会助成金に関する事業計画並びに予算
(様式-3)平成22年度文化協会連盟役員名簿
(様式-4)平成22年度文化協会会員名簿

2010/4/4
～4/17

第22回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展（ｷﾞｬﾗﾘｰｵｰﾌﾟﾝ特別企画展）

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会

2010/4/4
～4/10

第22回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展（ｷﾞｬﾗﾘｰ展【絵画・彫刻・華・工芸】）

第22回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展（ｷﾞｬﾗﾘｰｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ）

東海美術連盟
　総会

2010/2/1
～4/30

第22回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展
（店舗・事業所）

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会

『第22回ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展』ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

(財)東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団

2011/3/13
～3/26

(財)東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団

2010/8/27
～8/29

東海文化ｾﾝﾀ-

講師：10名

財団絵画教室

戻る

http://league.bunka-tokai.org/league_data/related/album01/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/art/album03/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/related/album01/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_22_20100201-20100430.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20100403.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data2/art/pdf/art_schedule.pdf

	Sheet1

