
2016/4/21

期 日 イ ベ ン ト 主　　催 開催場所 詳　　細

2016/3/4 平成27年度　東海村文化協会　第4回運営委員会 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ

2016/2/24 東海村文化協会　理事研修会 東海村文化協会 栃木県足利市

2016/2/14～2/20
第28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

2016/2/14～2/20
第28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

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

2016/2/7～2/13
第28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

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

2016/2/1～4/30
第28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 アートロード関連

2016/1/23 第28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 10：00～

2015/12/13

子ども芸術祭
　①ステージ発表（会員の子どもたちによる発表）
　　　・モダンダンス
　　　・チアダンス
　　　・フラダンス
　　　・よさこいソーラン
　②ステージ発表
　　　・子どもカラオケ体験
　③展示
　　　・書道
　　　・絵
　　　・絵手紙（水墨）
　③体験会
　　　・お茶席体験

東海村文化協会
＜協力＞
　・モダンダンス連盟
　・ジャズダンス連盟
　・フラダンス連盟
　・よさこいソーラン連盟
　・カラオケ連盟
　・書道連盟
　・美術連盟
　・たんぽぽの会
　・水墨画連盟
　・茶道連盟

東海文化ｾﾝﾀｰ

2015/12/8 平成27年度　東海村文化協会　第3回運営委員会 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ

平成27年度　東海村文化協会関連年間スケジュール
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平成27年度　東海村文化協会関連年間スケジュール

2015/10/31～11/3 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

・10/30　小中学校音楽祭
・10/31～11/3　展示部門・催事部門
・10/31～11/1、11/3　芸能部門

公開審査講評

作品搬入　10：00～11：30
公開審査　13：00～

2015/10/14
≪指導者派遣事業≫
　気軽に季節の絵手紙教室

東海村文化協会
水墨画連盟

中央公民館 参加人数：9名

2015/9/26
ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ研修会
　 「災害復興支援を兼ねて　福島、南相馬市への旅！」

東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会

・被災地視察
　　・原町区～小高区
・大悲山の石仏
・銘醸館
・南相馬市博物館

・7：30　石神コミセン　集合・出発
・17：15　石神コミセン　到着・解散

2015/9/16
≪指導者派遣事業≫
　気軽に季節の絵手紙教室

東海村文化協会
水墨画連盟

中央公民館

2015/8/30 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 -

2015/8/29 東海村文化祭　第1回実行委員会 東海村文化祭実行委員会

2015/8/21 東海村文化祭　幹事会 東海村文化祭実行委員会

2015/8/20
≪指導者派遣事業≫
　子ども将棋体験教室

東海村文化協会
東海村将棋連盟

児童ｾﾝﾀｰ 参加人数：25名

2015/8/19
≪指導者派遣事業≫
　子ども将棋体験教室

東海村文化協会
東海村将棋連盟

児童ｾﾝﾀｰ

2015/8/18
≪指導者派遣事業≫
　夏季教職員研修会

東海村文化協会
東海村書道連盟

中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 参加人数：23名

2015/10/18 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

東海村中央公民館
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平成27年度　東海村文化協会関連年間スケジュール

2015/8/12
≪指導者派遣事業≫
　子ども将棋体験教室

東海村文化協会
東海村将棋連盟

児童ｾﾝﾀｰ

2015/8/8～8/9 東海まつりｲﾍﾞﾝﾄ 東海まつり実行委員会 東海駅東口

2015/8/8 東海まつり花火大会 東海まつり実行委員会 阿漕ケ浦公園 19：00～20:30

2015/8/7 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26年度事業報告および決算報告
(2)規約・細則の改正
(3)平成26年度事業計画（案）および予算（案）

2015/8/5
≪指導者派遣事業≫
　暑中見舞いを絵手紙で描いてみよう

東海村文化協会
水墨画連盟

中央公民館 参加人数：18名

2015/8/2 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

2015/8/1 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

2015/7/23
≪指導者派遣事業≫
夏休み子ども囲碁体験教室

東海村文化協会
東海村囲碁連盟

児童ｾﾝﾀｰ 参加人数：36名

2015/7/14 平成27年度　東海村文化協会　第2回運営委員会 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ

2015/7/10 東海村文化祭　参加申込〆切 東海村文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ窓口

2015/7/8 平成２7年度東海村芸術祭意見交換会＆懇親会
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～

2015/7/5
※即日満員
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　9：00～
・定員：（絵）午前の部・午後の部　各40名
　　　　　（書）午前の部・午後の部　各30名
・参加費700円/人

東海文化ｾﾝﾀｰ東海村文化協会
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平成27年度　東海村文化協会関連年間スケジュール

2015/6/10 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

中止 第10回　東海村芸術祭芸能部門 東海文化センター改修工事のため

2015/6/7～6/13 第27回　東海村芸術祭展示部門【絵画彫刻展】

2015/6/6 第27回　東海村芸術祭展示部門【茶会】

2015/6/3～6/5 第27回　東海村芸術祭展示部門【いけばな展（後期）】

2015/5/31～6/6 第27回　東海村芸術祭展示部門【水墨画展】

2015/5/31～6/2 第27回　東海村芸術祭展示部門【いけばな展（前期）】

2015/5/26 平成27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26年度事業報告及び決算報告
・平成27年度事業計画（案）及び予算（案）

2015/5/24～5/30 第27回　東海村芸術祭展示部門【書道展】 日程・出品者一覧・チラシ・案内はがき

2015/5/24～5/30 第27回　東海村芸術祭展示部門【技芸展】 東海村芸術祭（第27回展示部門）アルバム

2015/5/19 平成27年度　東海村文化協会　第1回理事会 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ

日程・出品者一覧・チラシ・案内はがき

東海村芸術祭（第27回展示部門）アルバム

2015/5/2 平成25年度　東海村文化協会　会計監査 東海文化ｾﾝﾀｰ

2015/4/28 平成25年度　東海村文化協会　第1回運営委員会 東海村文化協会

2015/4/20 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

日程・出品者一覧・チラシ・案内はがき

東海村芸術祭（第27回展示部門）アルバム

第27回芸術祭展示部門【写真展】アルバム2015/5/17～5/23
主　催：東海村文化協会
後　援：東海村教育委員会
問合せ：東海村芸術祭実行委員会

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
問合せ：東海村芸術祭実行委員会

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
問合せ：東海村芸術祭実行委員会

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

（同時開催）写真連盟撮影研修会作品展

第27回　東海村芸術祭展示部門【写真展】

4 / 5 ページ

http://league.bunka-tokai.org/pdf/2015artfes_schedule.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data/artfes/album2015/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/2015artfes_schedule.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data/artfes/album2015/
http://league.bunka-tokai.org/pdf/2015artfes_schedule.pdf
http://league.bunka-tokai.org/league_data/artfes/album2015/
http://league.bunka-tokai.org/league_data/photo/album46/


2016/4/21

期 日 イ ベ ン ト 主　　催 開催場所 詳　　細

平成27年度　東海村文化協会関連年間スケジュール

2015/4/19 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 13：30～15：00

2015/3/24 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

東海村文化ｾﾝﾀｰ 19：00～

2015/2/1～4/30
第27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 アートロード関連
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