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期 日 イ ベ ン ト 主　　催 開催場所 詳　　細

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

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2011/2/11 東海文化ｾﾝﾀｰ

2011/2/10 東海村文化協会理事研修会 東海村文化協会

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2011/2/4 東海文化ｾﾝﾀｰ

村内各店舗

2010/12/7 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

東海村文化祭

2010/9/19 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 会津方面 会津七日町・柳津

2010/8/7 東海まつり 東海まつり実行委員会

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

2010/7/30 夏休み子ども作品教室 東海村文化協会

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 -

平成22年度　東海村文化協会年間スケジュール

2011/6/1更新

2011/3/13
～3/26

2011/2/13
～2/19

第23回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展
（ｷﾞｬﾗﾘｰ展【書・写真】）

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会

2010東海村文化祭実行委員会
　会計監査

東海村文化祭実行委員会
東海村文化協会 9：00～

千葉市ﾎｷ美術館
花の美術館他

2011/2/6
～2/12

第23回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展
（ｷﾞｬﾗﾘｰ展【絵画（版画）・彫・華・工芸部】）

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（ｷﾞｬﾗﾘｰ【絵画・彫刻・工芸・華】）出品者目録

第23回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展（ｷﾞｬﾗﾘｰ【絵画・彫刻・工芸・華】）ｱﾙﾊﾞﾑ

第7回芸能部門芸術祭実行委員会
　実行委員会（第1回）

東海村芸能部門芸術祭実行委員会
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

平成22年度
　東海村文化協会理事会（第2回）

2010/11/14
～11/27

東海村郷土作家紹介シリーズvol.5
　千葉龍亭書展

（財）東海村文化・スポーツ振興財団
後援：東海村文化協会
協力：東海村書道連盟

案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

案内ﾎﾟｽﾀｰ

2010/10/28
～10/31

東海村文化祭実行委員会
後援：東海村文化協会

東海村総合体育館
東海文化ｾﾝﾀｰ
その他

2010東海村文化祭　日程、チラシ、アルバム

平成22年度　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ研修会

JR東海駅東口
その他

19：00～

7/1～7/20　：　参加者募集

http://www.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_23_20110201-20110430.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_20110206-20110212.pdf
http://www.bunka-tokai.org/league_data/art/album05/
http://www.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_23_20110201-20110430.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/calligraphy/calligraphy_20101114-20101127_1
http://www.bunka-tokai.org/pdf/calligraphy/calligraphy_20101114-20101127_2
http://www.bunka-tokai.org/league_data/aboutfes/2010aboutfes/
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2010/7/1 東海会館

2010/6/13 東海文化ｾﾝﾀｰ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2010/6/5

2010/5/28 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2010/5/20 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2010/5/15 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ

2010/4/20 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

第23回東海村芸術祭反省会 東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会 18：00～

第6回東海村芸能部門芸術祭
　芸能、よさこい、フラダンス、
　ジャズダンス、音楽、カラオケ

東海村芸能部門芸術祭実行委員会
東海村文化協会 10：00～19：00

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 第23回東海村芸術祭/第6回東海村芸能部門芸術祭　日程・ｱﾙﾊﾞﾑ

第23回東海村芸術祭
　茶会

2010/6/2
～6/4

第23回東海村芸術祭
　いけばな展（後期）

2010/5/30
～6/5

第23回東海村芸術祭
　水墨画展

2010/5/30
～6/1

第23回東海村芸術祭
　いけばな展（前期）

平成22年度
　東海村文化協会総会

2010/5/23
～5/29

第23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23回東海村芸術祭/第6回東海村芸能部門芸術祭　日程・ｱﾙﾊﾞﾑ

2010/5/23
～5/29

第23回東海村芸術祭
　技芸展

平成22年度
　東海村文化協会理事会（第1回）

2010/5/16
～5/22

第23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23回東海村芸術祭/第6回東海村芸能部門芸術祭　日程・ｱﾙﾊﾞﾑ

平成21年度東海村文化協会
　会計監査

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

http://www.bunka-tokai.org/pdf/2010artfes_schedule.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/2010artfes_schedule.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/2010artfes_schedule.pdf
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2010/4/11

東海村観光協会 阿漕ケ浦公園

2010/4/10

2010/4/8 東海文化ｾﾝﾀｰ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2010/4/4

2010/3/10

2010/3/7 ｳｨﾝｸﾞ

2010/3/4 東海村中央公民館

村内各店舗

2010/1/27

第22回東海さくらまつり
　民謡
　津軽三味線
　舞踊
　カラオケ
　野点茶会
　写真撮影会・入賞作品展 文化協会加盟連盟のｲﾍﾞﾝﾄ案内

第22回東海さくらまつり
　民謡
　詩吟
　よさこい

第23回芸術祭実行委員会
　総会
　実行委員会（第2回）

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会 18：30～

2010/4/11
～4/17

第22回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展
（ｷﾞｬﾗﾘｰ展【書・写真】）

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（ｷﾞｬﾗﾘｰ【書・写真】）出品者目録

第22回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展（ｷﾞｬﾗﾘｰ展【写真】）ｱﾙﾊﾞﾑ

第22回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展（ｷﾞｬﾗﾘｰ展【書】）ｱﾙﾊﾞﾑ

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【美術・彫刻・華・工芸】）出品者目録

第22回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展（ｷﾞｬﾗﾘｰ【美術・彫刻・華・工芸】）ｱﾙﾊﾞﾑ

2010/4/4
～4/17

第22回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展
（ｷﾞｬﾗﾘｰ展【特別企画展】）

『第22回ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展（東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ展）』案内ﾊｶﾞｷ

第22回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展（ｷﾞｬﾗﾘｰ展【特別企画展】）ｱﾙﾊﾞﾑ

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）

『第22回ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展』ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

第6回芸能部門芸術祭実行委員会
　実行委員会（第2回）

東海村芸能部門芸術祭実行委員会
東海村文化協会

佐藤康雄文化協会副会長
米寿祝賀ﾊﾟｰﾃｨ

東海美術連盟
東海村文化協会
ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会

17：00～

第23回芸術祭実行委員会
　実行委員会（第1回）

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会 18：00～

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

第6回芸能部門芸術祭実行委員会
　実行委員会（第1回）

東海村芸能部門芸術祭実行委員会
東海村文化協会

http://www.bunka-tokai.org/pdf/sakura/sakura22.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_20100411-20100417.pdf
http://www.bunka-tokai.org/league_data/photo/album12/
http://www.bunka-tokai.org/league_data/calligraphy/album03/
http://www.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_20100404-20100410.pdf
http://www.bunka-tokai.org/league_data/art/album03/
http://www.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_20100404-20100417.pdf
http://www.bunka-tokai.org/league_data/related/album01/
http://www.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_22_20100201-20100430.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_22_20100201-20100430.pdf
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