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2012/4/19

期日 イベント 主　　催 開催場所 詳　　細

2012/3/31 東海美術連盟 東海村中央公民館

鴨志田強個展 鴨志田　強 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2012/2/23 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館

かけはし展Ⅱ （財）東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2011/2/19 ｺｽﾁｭｳﾑﾃﾞｯｻﾝ会 東海美術連盟 石神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

2012/1/28
新年会・研究会 東海美術連盟 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 午後

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

ｸﾞﾙﾝﾊﾟ倶楽部陶芸展 ｸﾞﾙﾝﾊﾟ倶楽部 ｷﾞｬﾗﾘｰしえる

ｱｰﾄﾌﾗｯｸﾞ ﾃｸﾉ交流館ﾘｺｯﾃｨ

2011/12/23 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館

2011/12/4 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 舟石川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

栗原豊・正子二人展 栗原豊・正子 ｷﾞｬﾗﾘｰｴｽﾊﾟｰｽ

2011/11/23 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館

（財）東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

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

波澄忠行個展 波澄忠行 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2011/10/28 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館

一泊野外ｽｹｯﾁ会 東海美術連盟 安曇野

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

県近代美術館

画塾ﾌﾟﾗﾈｯﾄ 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

戻る

2011　平成23年度　東海美術連盟スケジュール

東海美術連盟
　総会

2012/3/18～3/24 案内ﾊｶﾞｷ

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会 18：30～

2012/2/19～3/3

2012/2/5～2/11
第24回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ展
【絵画・彫刻・工芸・華道】

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会

アルバム

2012/2/1～4/30
第24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

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

第24回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展ｷｯｸｵﾌ 10：00～

2012/1/24～1/29 案内ﾊｶﾞｷ

2012/1/19～1/31 第6回　ARTFLAG小品展 案内ﾊｶﾞｷ

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会 18：30～

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　案内ハガキ制作打合 18：30～

2011/12/2～12/7

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会 18：30～

2011/11/13～11/26
東海村郷土作家紹介シリーズ
　『東海村の作家6人展』

荒木敬子（日本画）、塙千恵子（油画）、木村白峰（書）、
関雅山（書）、塙貴子（革工芸）、村上廣美（写真）

アルバム

2011/11/6～11/12

2011/11/4～11/6
2011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

2011/10/30～11/5 アルバム

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会 18：30～

2011/10/22～10/23

2011/10/16～10/22

2011/10/8～10/23 平成23年度　茨城県芸術祭　美術展覧会

2011/10/2～10/8 第7回　画塾ﾌﾟﾗﾈｯﾄ絵画作品展 案内ﾊｶﾞｷ

http://league.bunka-tokai.org/league_data2/art/pdf/art_schedule.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20120318-20120324.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data/art/album07/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_24_20120201-20120430.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20120124-20120129.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20120119-20120131.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data/kikaku/album05/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/aboutfes/2011aboutfes/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/art/album06/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20111002-20111008.pdf
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期日 イベント 主　　催 開催場所 詳　　細

2011/9/27 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ研修会 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 土浦方面

2011/9/22 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館

2011/9/20 東海村文化協会　副会長歓送迎会 東海村文化協会 ｳｲﾝｸﾞ

茨城県民文化ｾﾝﾀｰ

2011/9/13 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 -

創造美術会茨城支部　小品展 創造美術会 ｷﾞｬﾗﾘｰｻｻﾞ

神永マサ子個展 神永マサ子 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2011/8/26 東海村文化祭　実行委員会 東海村文化祭実行委員会 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

日立会美術部 日立ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ

2011/8/19 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館

2011/8/10 東海村文化祭　総会 東海村文化祭実行委員会 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2011/8/5 夏休み子ども作品教室（絵） 東海村文化協会 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

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

2011/7/23 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館

2011/7/22 東海村文化祭実行委員会 東海村文化ｾﾝﾀｰ

日泉塾日本画展 ﾃｸﾉ交流館ﾘｺｯﾃｨ

2011/7/15 東海村文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

ｱｰﾄﾌﾗｯｸﾞ 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

絵画同好会 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

予科練平和記念館

筑波宇宙センター（ＪＡＸＡ）

ワープステーション江戸

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会 18：30～

18：00～

2011/9/17～9/25 第47回　日立市美術展覧会 日立ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ
ﾏｰﾌﾞﾙﾎｰﾙ 案内ﾊｶﾞｷ

2011/9/13～9/18 21世紀新美会メンバーズ展

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ研修会　参加申込締切 2011/9/27　土浦方面

2011/9/6～9/12

2011/9/4～9/10

19：00～
(1)各ｸﾞﾙｰﾌﾟ日程、内容確認
(2)実施要綱検討
(3)参加費徴収
(4)助成金給付

2011/8/22～8/28 日立会美術部　第142回展 案内ﾊｶﾞｷ

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会 18：30～

19：00～
(1)平成22年度事業報告および決算報告
(2)規約・細則の改正
(3)平成23年度事業計画（案）および予算（案）
(4)平成23年度幹事の選任

9：00～12：00

2011/7/30～7/31

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会 18：30～

東海村文化祭　幹事会（第2回）
18：30～
・新規参加団体確認
・予算関係協議等

2011/7/21～8/2

東海村文化祭　参加申込締切 募集期間：2011/6/10-2011/7/15

2011/7/10～7/16 第21回ＡＲＴ　ＦＬＡＧ展 案内ﾊｶﾞｷ

2011/7/7～7/13 第10回　ジュディ展 Galleryせらう゛ぃ 案内ﾊｶﾞｷ

2011/7/3～7/9 第20回記念　絵画同好会展 案内ﾊｶﾞｷ

http://www.town.ami.ibaraki.jp/yokaren/index.html
http://www.jaxa.jp/
http://www.wsedo.co.jp/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/calligraphy/calligraphy_20110917-20110925.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20110822-20110828.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20110710-20110716.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20110707-20110713.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/art/art_20110703-20110709.pdf
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期日 イベント 主　　催 開催場所 詳　　細

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ　絵画教室（油彩・水彩） 村内各所

夏休み子ども作品教室　参加申込受付開始 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

東海村芸術祭実行委員会 東海会館 中止

2011/6/26 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 ｳｲﾝｸﾞ

いばら会パステル画展 いばら会 取手ｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰきらり

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2011/6/15 白方ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2011/6/7 東海村文化ｾﾝﾀｰ

2011/6/3

堀川豊彦 ﾃｸﾉ交流館ﾘｺｯﾃｨ

2011/5/25 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館

2011/5/21 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ 日程変更

2011/5/19 東海村文化協会 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2011/5/15 日帰りｽｹｯﾁ 東海美術連盟 静峯公園

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ 日程変更
2011/5/14

一泊野外ｽｹｯﾁ会 東海美術連盟 北ｱﾙﾌﾟｽ・安曇野 中止

2011/5/12 東海村文化協会 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2011/4/17 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 中止

一泊野外ｽｹｯﾁ会 東海美術連盟 北ｱﾙﾌﾟｽ・安曇野 延期

神永ｸﾞﾙｰﾌﾟ展 常陽芸文ｾﾝﾀｰ 中止

門前由弘個展 門前由弘 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ 中止

2011/ 7～2012/ 3
（財）東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団
講師　：　東海美術連盟

■お申込み■東海駅コミュニティ施設管理室（電話・窓口）。
　受付開始／6月15日（水）午前９時～　　 
　お問い合わせ／東海駅コミュニティ施設管理室　TEL 029-287-3680
・参加費　19,000円

2011/7/1～
東海村文化協会
東海美術連盟

・定員各30名（書・絵）
・参加費　500円

未定
2011/7/

第24回東海村芸術祭　反省会

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ　役員反省会 18：30～

2011/ 6/19～ 6/25

2011/6/19～6/25
東海村芸術祭
「東日本大震災義援チャリティ特別展＆茶会」

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

ｱﾙﾊﾞﾑ

案内ﾊｶﾞｷ

東海村芸術祭　最終打合せ
東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

18：30～　参加者全員

東海村文化祭実行委員会　幹事会（第１回）
東海村文化祭実行委員会
東海村文化協会

18：30～
・新規参加者の受入規定
・開催日程の割り振り等

東海村芸術祭　実行委員会
東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

・ポスター制作
・案内ハガキ配布

2011/5/26～6/7 堀川豊彦 絵画展（PART Ⅳ）

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会 18：30～

第24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

東海村文化協会　総会 18：30～

2011/5/15～5/21 第24回東海村芸術祭【美術展】 東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会第24回東海村芸術祭　美術展搬入

2011/5/12～5/13

東海村文化協会　理事会 18：30～

第23回ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ　総会

2011/4/23～4/24

2011/4/8～4/14 第14回　凛展

2011/4/3～4/9

http://league.bunka-tokai.org/pdf/2011artfes_schedule.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data/artfes/album06/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/2011artfes_letter.pdf
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期日 イベント 主　　催 開催場所 詳　　細

2011/4/20 東海村文化協会　補助金等申請締切 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

2011/4/14 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館

2011/3/26 東海美術連盟 東海村中央公民館

村内各店舗

組みﾎﾟｰｽﾞを描くⅢ 東海文化ｾﾝﾀｰ

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
2011/8/5 夏休み子ども作品教室 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

通年
財団絵画教室 講師：高橋・門前・波澄・塙 中央公民館　他

石神絵画教室 講師：高橋・波澄 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

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

18：30～

東海美術連盟　総会

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

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

2011/9/16～9/18

講師：10名

戻る

http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_23_20110201-20110430.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data2/art/pdf/art_schedule.pdf
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