
2014/3/10

期 日 イ ベ ン ト 主　　催 開催場所 詳　　細

2014/3/9 文化祭実行委員会　会計監査 文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ

2014/3/5 東海村文化協会　理事研修会 東海村文化協会 歌舞伎座
集合：東海村文化センター　6：50
研修先：歌舞伎座

2014/2/16～2/22
第26回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ展
　書部門

ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ 案内はがき

案内はがき

出品者目録

2014/2/16
子ども芸術祭
　～一日体験スクール～
　　（モダンダンス・ジャズダンス・フラダンス・よさこいソーラン）

・主催　：　東海村文化協会
・協力　：　東海村モダンダンス連盟
　　　　　　　東海村ジャズダンス連盟
　　　　　　　東海村フラダンス連盟
　　　　　　　東海村よさこいソーラン連盟

東海文化ｾﾝﾀｰ 9：30～12：30

案内はがき

出品者目録

子ども芸術祭
　～子どもカラオケ体験～（うた）

・主催　：　東海村文化協会
・協力　：　東海村カラオケ連盟

東海文化ｾﾝﾀｰ 15：00～15：30

子ども芸術祭
　～連盟会員の子どもたちによる発表～

・主催　：　東海村文化協会
・協力　：　東海村モダンダンス連盟
　　　　　　　東海村ジャズダンス連盟
　　　　　　　東海村フラダンス連盟
　　　　　　　東海村よさこいソーラン連盟

東海文化ｾﾝﾀｰ

・モダンダンス　　 13:00～13:25
・ジャズダンス　　 13:30～13:55
・フラダンス　　　 14:00～14:25
・よさこいソーラン 14:30～14:55

子ども芸術祭
　～お茶とお菓子のいただきかた～（お茶）

・主催　：　東海村文化協会
・協力　：　東海村茶道連盟

東海文化ｾﾝﾀｰ
①午前10:00～
②午前11:00～
③午後13:30～

2014/2/8～2/9
子ども芸術祭
　～書道・絵の展示～

・主催　：　東海村文化協会
・協力　：　東海村書道連盟
　　　　　　　東海美術連盟

東海文化ｾﾝﾀｰ
2/8　12：00～17：00
2/9　9：00～15：30

アートロード関連

東海村観光協会ＨＰ

2014/1/25 第26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 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 10：00～

第２回　子ども芸術祭
　～おはなしの世界を描く～（絵）

・主催　：　東海村文化協会
・協力　：　東海美術連盟

東海文化ｾﾝﾀｰ 13：30～16：00

第２回　子ども芸術祭
　～大字作品に挑戦してみよう～（書道）

・主催　：　東海村文化協会
・協力　：　東海村書道連盟

東海文化ｾﾝﾀｰ 10：00～11：30

参加者募集チラシ

東海村観光協会ＨＰ

第26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・華道部門

2014/2/9

2014/2/10～2/15
ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

平成25年度　東海村文化協会関連年間スケジュール

2014/1/18

2013/12/21～ 第2回　子ども芸術祭　参加者募集 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ

2014/2/1～4/30
第26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

村内各店舗

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ
第26回　ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ展
　写真部門

2014/2/16～2/22
ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会
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http://league.bunka-tokai.org/league_data/calligraphy/album10/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/calligraphy/album10/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_20140209-20140222.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_20140209-20140222.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_photo_20140216-20140222.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_20140209-20140222.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_art_20140210-20140215.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_top.pdf
http://tokai-kanko.com/?act=news&mode=details&id=1136
http://league.bunka-tokai.org/pdf/20140209.pdf
http://tokai-kanko.com/?act=news&mode=details&id=1134
http://league.bunka-tokai.org/league_data/art/album11/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/art/album11/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/photo/album40/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/photo/album40/
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期 日 イ ベ ン ト 主　　催 開催場所 詳　　細

平成25年度　東海村文化協会関連年間スケジュール

2013/12/20 東海村文化祭　反省会 文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ 19：00～

2014/12/11 平成25年度　東海村文化協会　第5回運営委員会

2013/11/30 「ｴｰｹﾞ海に捧ぐ」（JR東海駅東口ﾛｰﾀﾘｰ）の彫刻洗浄 東海村文化協会 JR東海駅東口ﾛｰﾀﾘｰ

参加団体日程＆チラシ

『2013東海村文化祭』パンフレット

『Tokai-mura Cultural Festibal 2013』brochure
（English version）

・10/31　小中学校音楽祭
・11/2～11/4　展示部門・芸能部門・催事部門

2014/10/22 平成25年度　東海村文化協会　第4回運営委員会

公開審査スナップ、作品募集詳細

作品搬入　10：00～11：30
公開審査　13：00～

2013/9/25
ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ研修会
「東京国立博物館」＆「水上バスクルーズ」

東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
東京国立博物館
東京水辺ﾗｲﾝ

6：50　集合・出発
18：00　到着・解散

2013/8/26 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ研修会　参加申込〆切 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 - アートロード会員に送付された申込ハガキによる

2013/8/10～8/11 東海まつり 東海まつり実行委員会 関連情報

2013/8/6 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

19：00～
(1)平成24年度事業報告および決算報告
(2)規約・細則の改正
(3)平成25年度事業計画（案）および予算（案）
(4)平成25年度幹事の選任

2013/8/4 夏休み子ども作品教室（絵画の部）
・午前　9：20～　40名
・午後　13：20～　40名

2013/7/28 夏休み子ども作品教室（書道の部）
・午前　9：20～　30名
・午後　13：20～　30名

2014/7/23 平成25年度　東海村文化協会　第3回運営委員会

2013/7/7 夏休み子ども作品教室　参加申込日 東海村文化協会
東海村文化協会
（東海文化ｾﾝﾀｰ内）

・申込時間　10：00～17：00
・定員：（書）午前の部・午後の部　各30名
　　　　　（絵）午前の部・午後の部　各40名
・参加費700円

2013/7/3 2013東海村芸術祭　展示・芸能部門合同意見交換会
東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

真崎ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 18：00～

2013/6/28 2013東海村芸術祭　第25回展示部門　反省会
東海村芸術祭展示部門実行委員会
東海村文化協会

東海文化ｾﾝﾀｰ 中止

東海文化ｾﾝﾀｰ

東海村中央公民館

東海村文化協会

2013/10/13 東海村文化祭『写真公募展』公開審査
東海村文化祭実行委員会
東海村写真連盟

2013/11/2～11/4 東海村文化祭
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
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http://league.bunka-tokai.org/pdf/2013aboutfes/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/cultural2013.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/cultural2013-english.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/cultural2013-english.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/photo/photo_2013aboutfes.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/matsuri/matsuri_top.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data/photo/album39/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/aboutfes/2013aboutfes/
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期 日 イ ベ ン ト 主　　催 開催場所 詳　　細

平成25年度　東海村文化協会関連年間スケジュール

2013/6/10～7/10 東海村文化祭　参加者募集 東海村文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口
・広報とうかい6/10号掲載（新規参加者）
・前年度参加団体あて確認通知郵送

2013/6/9 第8回　東海村芸術祭芸能部門 東海文化ｾﾝﾀｰ

第25回　東海村芸術祭展示部門【絵画彫刻展】

（同時開催）子ども芸術祭■おはなしの世界を描く

第25回　東海村芸術祭展示部門【技芸展】

（同時開催）子ども芸術祭■つくってみよう！手芸小物

第25回　東海村芸術祭展示部門【水墨画展】

2013/5/25 第25回　東海村芸術祭展示部門【茶会】

2013/5/22～5/24 第25回　東海村芸術祭展示部門【いけばな展（後期）】

2013/5/22 平成25年度　東海村文化協会総会 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ
・平成24年度事業報告及び決算報告
・平成25年度事業計画（案）及び予算（案）

2013/5/19～5/21 第25回　東海村芸術祭展示部門【いけばな展（前期）】

第25回　東海村芸術祭展示部門【書道展】

（同時開催）子ども芸術祭■大字作品に挑戦してみよう！

2013/5/14 平成25年度　東海村文化協会　第1回理事会 東海文化ｾﾝﾀｰ

2013/5/14 平成25年度　東海村文化協会　第2回運営委員会

第25回　東海村芸術祭展示部門【写真展】

（同時開催）写真連盟撮影研修会作品展

2013/5/12 平成24年度　東海村文化協会　会計監査（補足） 東海文化ｾﾝﾀｰ 15：00～　東海文化センター事務室

2013/5/10 平成25年度　東海村文化協会　第1回運営委員会

2013/4/28 平成24年度　東海村文化協会　会計監査 東海文化ｾﾝﾀｰ 10：00～　東海文化センター事務室

2013/4/21 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ　総会 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 東海村中央公民館 13：00～　大会議室

2013/4/20 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

2013/4/12 東海村芸術祭展示部門　総会
東海村芸術祭展示部門実行委員会
東海村文化協会

東海村中央公民館

2013/2/1～4/30
第25回　東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ展
（店舗・事業所）

東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会

村内各店舗 パンフレット

東海村文化協会

日程・出品者一覧・チラシ・案内はがき

東海村文化協会

日程・出品者一覧・チラシ・案内はがき

2013/5/26～6/1

2013/5/12～5/18

主催：東海村文化協会
後援：東海村教育委員会

主催：東海村文化協会
後援：東海村教育委員会

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

2013/5/19～5/25

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

主催：東海村文化協会
後援：東海村教育委員会

日程・出品者一覧・チラシ・案内はがき

2013/6/2～6/8
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http://league.bunka-tokai.org/league_data/photo/album36/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/photo/album36/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/artroad/artroad_25_20130201-20130430.pdf
http://league.bunka-tokai.org/pdf/2013artfes_schedule.pdf

