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2012/3/31

期 日 イ ベ ン ト 主　　催 開催場所 詳　　細

2012/3/28 野外彫刻講座 東海村文化協会 東海村立図書館 東海村立図書館前彫刻の洗浄・整備等

2012/3/24

2012/3/21 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ　控室

2012/3/6 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ　控室 ・新年度事業について

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

2012/2/21 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

2012/2/7

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2012/2/2 東海村文化協会 東海村中央公民館

村内各店舗

2012/1/28 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2012/1/20 東海文化ｾﾝﾀｰ　控室

2012/1/20 文化祭実行委員会　会計監査 文化協会事務局

2011/11/20 ｳｲﾝｸﾞ

平成23年度　東海村文化協会年間スケジュール

第7回　芸能部門芸術祭
　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

東海村中央公民館
第2研修室

東海村文化協会
　運営委員会（第2回）

・平成24年度予算について

東海村文化協会
　運営委員会（第1回）

2012/2/19～3/3

茨城県陶芸美術館
工芸の丘
真壁のひなまつり

笠間芸術の森公園内笠間工芸の丘　会議室
　・内容：笠間市文化祭における協会主催事業である体験学習の
場「YOU・遊文化スクール」の開催や苦労について
　・講演者：笠間市文化協会会長　村上　篤

2012/2/12～2/18

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
【写真】 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

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
【書】

アルバム

第7回　芸能部門芸術祭
　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

東海村中央公民館
第2研修室

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

平成23年度　東海村文化協会
　理事会（第2回）

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 パンフレット

第24回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展　ｷｯｸｵﾌ ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会 10：00～

第24回　芸術祭
　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

文化k歳実行委員会 13：30～

東海村の作家6人展　祝賀ﾊﾟｰﾃｨ 発起人（高野敏子、高橋忠治、根本哲
成、千葉勇夫） 18：00～

http://league.bunka-tokai.org/league_data/photo/album27/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/calligraphy/album06/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/art/album07/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_24_20120201-20120430.pdf
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東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

東海村文化祭

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

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

2011/9/7 東海村文化祭実行委員会

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

2011/8/10

東海村文化祭　幹事会

東海村文化祭　総会

2011/8/6 東海まつり 東海まつり実行委員会

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

2011/7/30 夏休み子ども作品教室（書） 東海村文化協会 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2011/7/22 東海村文化祭実行委員会 東海村文化ｾﾝﾀｰ

2011/7/15 東海村文化祭　参加申込締切 東海村文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

2011/11/13～11/26
東海村郷土作家紹介ｼﾘｰｽﾞvol.7
　東海村の作家6人展

（財）東海村文化・スポーツ振興財団
後援：東海村文化協会

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

2011/11/2～11/6 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
東海村中央公民館
その他

2011東海村文化祭　日程、チラシ、アルバム

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

18：00～

東海村文化祭　幹事会（第3回）
・パンフデザインの検討、決定
・体験広場について
・総合体育館作品の搬入、搬出方法について

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

総会終了後～
・代表幹事の選出

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

JR東海駅　東大通り 関連情報

・9：00～12：00
7/1～7/20　：　参加者募集

・9：00～12：00
7/1～7/20　：　参加者募集

東海村文化祭　幹事会（第2回）
18：30～
・新規参加団体公募状況報告
・予算について

http://league.bunka-tokai.org/league_data/kikaku/album05/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/aboutfes/2011aboutfes/
http://www.town.ami.ibaraki.jp/yokaren/index.html
http://www.jaxa.jp/
http://www.wsedo.co.jp/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/matsuri/matsuri_top.pdf
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夏休み子ども作品教室　参加者募集開始 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

2011/7/ 東海村芸術祭　反省会 東海会館 中止

2011/6/26 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ　役員反省会 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 ｳｨﾝｸﾞ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2011/6/15 東海村芸術祭　最終打合せ 白方ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2011/6/12 東海文化ｾﾝﾀｰ 中止

2011/6/10 東海村文化祭　参加者募集 東海村文化祭実行委員会 -

2011/6/7 東海村文化祭　幹事会（第１回） 東海文化ｾﾝﾀｰ

2011/6/3 東海村芸術祭　実行委員会

2011/5/19 東海村文化協会 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ 日程・内容変更

2011/5/12 東海村文化協会 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2011/5/10

2011/5/8
東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ

2011/4/30

2011/4/21 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2011/4/20 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

2011/7/1～ ・定員各30名（書・絵）
・参加費500円

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

18：30～

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と茶会」

東海村芸術祭実行委員会
東海村教育委員会

日程

案内ハガキ

アルバム

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

第7回　東海村芸能部門芸術祭 東海村芸能部門芸術祭実行委員会
東海村文化協会

・広報とうかい6/10号掲載（新規）
・前年度参加団体あて確認通知郵送

東海村文化祭実行委員会
東海村文化協会

18：30～
・役員変更について
・参加者募集について
・規約、細則の改正について

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

平成23年度　東海村文化協会総会 18：30～

2011/5/15～6/11 第24回　東海村芸術祭 東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

平成23年度　東海村文化協会
　理事会（第1回）

18：30～

第24回　芸術祭実行委員会　実行委員会 東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

平成22年度　東海村文化協会　会計監査 4/30監査の補足説明

平成22年度　東海村文化協会　会計監査 13：30～

第24回　芸術祭実行委員会　総会 東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会 18：30～

東海村文化協会
　補助金等申請締切

(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

http://league.bunka-tokai.org/pdf/2011artfes_schedule.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/2011artfes_letter.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data/artfes/album06/
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2011/4/ 東海さくらまつり実行委員会 阿漕ケ浦公園

2011/4/13 東海文化ｾﾝﾀｰ

2011/3/29

2011/3/9 東海文化ｾﾝﾀｰ

村内各店舗

2011/2/4 東海文化ｾﾝﾀｰ

第23回　東海さくらまつり 中止

第24回　芸術祭実行委員会
　臨時実行委員会

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会 18：30～

第7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

第24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

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 パンフレット

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

http://www.bunka-tokai.org/pdf/sakura/sakura22.pdf
http://www.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_23_20110201-20110430.pdf
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