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期日 イベント 主　　催 開催場所 詳　　細

2010/2/5 東海村文化協会 埼玉県

村内各店舗

2009/11/30 東海村文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

2009/9/27 東海文化ｾﾝﾀｰ

2009/8/26 東海村文化祭実行委員会

2009/8/25 東海村文化協会

2009/8/25 東海村文化協会

2009/8/5 東海村文化祭実行委員会

2009/7/31 東海村文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

2009/7/23 東海村文化協会 東海会館

2009/7/23 東海村芸術祭実行委員会 東海会館 ・反省点

2009/7/14 東海村文化協会

2009/7/14 東海村芸術祭実行委員会 ・ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ改修計画と２３回芸術祭実施計画ほか

2009/7/9 東海村芸能部門芸術祭実行委員会

2009/7/7 東海村芸術祭実行委員会 ・反省会案内、反省資料、決算処理ほか

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2009/6/19 東海村文化祭実行委員会

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2009/6/14 村松ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2009/6/14 東海文化ｾﾝﾀｰ

東海村文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2009/5/31 東海村中央公民館

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

平成21年度　東海村文化協会年間スケジュール
2010/3/21更新

東海村文化協会
　理事研修会

・北浦和公園（彫刻と音の噴水）・埼玉県立近代美術館
・川越美術館及び川越市内散策
・鉄道博物館

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

東海村文化祭
　文化祭助成金清算票の提出締切
り

2009/10/30
～11/1 2009東海村文化祭

東海村文化祭実行委員会
東海村文化協会

東海村総合体育館
東海文化ｾﾝﾀｰ
東海村中央公民館
他

・2009東海村文化祭　アルバム、日程・チラシ

第25回記念
吟詠剣詩舞道大会

県吟詠剣詩舞総連盟県北地区協議会
後援：東海村文化協会 ・『第25回記念吟詠剣詩舞道大会』プログラム

東海村文化祭
　第1回実行委員会

東海文化ｾﾝﾀｰ
　2階会議室

夏休み子ども作品教室
　・習字

東海文化ｾﾝﾀｰ
　2階会議室 ・9時10分～12時

夏休み子ども作品教室
　・絵

東海村中央公民館
　大会議室

・9時10分～12時

東海村文化祭
　総会及び第2回幹事会

東海文化ｾﾝﾀｰ
　2階会議室

東海村文化祭
　文化祭2009に係る借用物品・予
算要求明細書の提出締切り

2009/7/28
～8/11

夏休み子ども作品教室
　参加申込み期間 ・『夏休み子ども作品教室』参加者募集詳細

東海村文化会長交代に伴う
　歓送迎会

第22回東海村芸術祭
　反省会＆懇親会

東海村文化協会
　事務局会議

第22回東海村芸術祭
　実行委員会

東海文化ｾﾝﾀｰ
　大会議室

第5回芸能部門芸術祭実行委員会
　反省会

第22回東海村芸術祭
　実行委員会

東海文化ｾﾝﾀｰ
　大会議室

2009/6/28
～7/4

第22回東海村芸術祭
　写真展

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会 ・第22回東海村芸術祭『写真展』アルバム

2009/6/21
～6/27

第22回東海村芸術祭
　水墨画展

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会 ・第22回東海村芸術祭『水墨画展』アルバム

東海村文化祭
　第1回幹事会

東海文化ｾﾝﾀｰ
　1階控室

2009/6/14
～6/20

第22回東海村芸術祭
　美術展（後期）

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

・第22回東海村芸術祭『美術展（後期）』アルバム

第5回東海村芸能部門芸術祭
　第二部

東海村芸能部門芸術祭実行委員会
東海村文化協会

・第5回東海村芸能部門芸術祭『ダンスの夕べ』アルバム

第5回東海村芸能部門芸術祭
　第一部

東海村芸能部門芸術祭実行委員会
東海村文化協会

・第5回東海村芸能部門芸術祭『カラオケ発表』アルバム

・第5回東海村芸能部門芸術祭『オカリーナ演奏』アルバム

・第5回東海村芸能部門芸術祭『ジャズダンス』アルバム

・第5回東海村芸能部門芸術祭『フラダンス』アルバム

・第5回東海村芸能部門芸術祭『よさこい』アルバム

・第5回東海村芸能部門芸術祭『東海村芸能連盟』アルバム

・第5回東海村芸能部門芸術祭『和太鼓演奏』アルバム

・第5回東海村芸能部門芸術祭プログラム

2009/6/10
～7/10

東海村文化祭
　新規団体参加申込み期間

・様式-1.東海村文化祭新規行事の団体参加応募票

2009/6/7
～6/13

第22回東海村芸術祭
　美術展（前期）

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会 ・第22回東海村芸術祭『美術展（前期）』アルバム

2009/6/4
～6/6

第22回東海村芸術祭
　いけばな展（後期）

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会 ・第22回東海村芸術祭『いけばな展（後期）』アルバム

2009/5/31
～6/3

第22回東海村芸術祭
　いけばな展（前期）

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会 ・第22回東海村芸術祭『いけばな展（前期）』アルバム

第22回東海村芸術祭
　茶会（煎茶席　三彩流）

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

・第22回東海村芸術祭『茶会（煎茶席　三彩流）』アルバム

2009/5/24
～5/30

第22回東海村芸術祭
　技芸展

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

・第22回東海村芸術祭『技芸展』アルバム

http://www.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_22_20100201-20100430.pdf
http://www.bunka-tokai.org/league_data/aboutfes/2009aboutfes/
http://www.bunka-tokai.org/pdf/entertainments/entertainments_20090927.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/2009summer_school.pdf
http://www.bunka-tokai.org/league_data/photo/album07/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/sumipainting/album02/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/art/album02/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/artfes/album04/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/karaoke/album03/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/music/album02/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/jazzdance/album02/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/fura/album02/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/yosakoi/album04/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/entertainments/album03/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/artfes/album03/
http://www.bunka-tokai.org/pdf/artfes_enta_pro2009.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/sanka.xls
http://www.bunka-tokai.org/league_data/art/album02/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/flowerarrangement/album03/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/flowerarrangement/album02/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/teaceremony/album03/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/arts/album02/
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東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2009/5/15 東海村文化協会

2009/5/12 東海村文化協会

2009/4/23 文化協会事務室

2009/4/22 東海村芸能部門芸術祭実行委員会

2009/4/17 東海村芸術祭実行委員会 文化協会部室

・ﾎﾟｽﾀｰ制作

東海村観光協会 阿漕ケ浦公園

2009/4/8 東海村芸術祭実行委員会

2009/4/4 東海村文化協会

2009/3/25 東海村芸能部門芸術祭実行委員会

2009/3/17 東海村文化協会

2009/3/1 東海村芸能部門芸術祭実行委員会

2009/2/25 東海村芸能部門芸術祭実行委員会

2009/2/5 東海村文化協会

2009/1/28 東海村芸能部門芸術祭実行委員会

2009/5/17
～5/23

第22回東海村芸術祭
　書道展

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

・第22回東海村芸術祭『書道展』アルバム

東海村文化協会
　総会 　第一研修室

・平成20年度事業報告・決算
・平成21年度事業計画案・予算案
・役員改選

・平成21年度東海村文化協会事業計画

・平成21年度東海村文化協会組織及び構成図

・東海村文化協会規約

東海村文化協会
　理事会

真崎ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
　会議室A・B

・平成20年度事業報告・決算
・平成21年度事業計画案・予算案
・規約の改正案について
・役員改選

・東海村文化協会細則

東海村文化協会
東海村文化祭実行委員会
　監事監査

東海村文化協会
東海村文化祭実行委員会

・東海村文化協会平成20年度決算
・東海村文化祭実行委員会平成20年度決算

第5回芸能部門芸術祭実行委員会
　実行委員会

第22回東海村芸術祭
　実行委員会

・第22回/第5回東海村芸術祭日程

・第22回/第5回東海村芸術祭案内はがき

2009/4/11
～4/12

第21回
東海さくらまつり ・第21回東海さくらまつり日程・アルバム

第22回芸術祭実行委員会
　総会

東海文化ｾﾝﾀｰ
　大会議室

・第22回東海村芸術祭実行委員会組織図

・東海村芸術祭実行委員会規約

東海村文化協会
　事務局会議

第5回芸能部門芸術祭実行委員会
　実行委員会

東海村文化協会
　事務局会議

第5回芸能部門芸術祭実行委員会
　総会

・第5回東海村芸能部門芸術祭実行委員会組織図

・東海村芸能部門芸術祭実行委員会規約

第5回芸能部門芸術祭実行委員会
　実行委員会

東海村文化協会
　事務局会議

第5回芸能部門芸術祭実行委員会
　実行委員会

http://www.bunka-tokai.org/league_data/calligraphy/album02/
http://www.bunka-tokai.org/pdf/plan_h21.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/organization_h21.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/about_rule1.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/about_rule2.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/2009artfes_schedule.pdf
http://www.bunka-tokai.org/art2009.html
http://www.bunka-tokai.org/pdf/sakura/sakura21.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/artfes_organization.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/artfes_committee.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/2009artfes_organization.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/2009artfes_committee.pdf
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