戻る
【過去の催し物】
2015/1/13
期日

イベント

主催

開催場所

東海村書といけ花の仲間たち展実行委員会

リコッティ

2014東海村文化祭 『いけばな展』
2014/11/1～11/3 2014東海村文化祭 『龍生派 子どもいけばな展』
2014東海村文化祭 『小原流 子どもいけばな展』

東海村文化祭実行委員会

東海村総合体育館

2014/5/28～5/30 2014東海村芸術祭 第26回 展示部門【いけばな展（後期）】

東海村文化協会

東海ステーションギャラリー

2014/5/25～5/27 2014東海村芸術祭 第26回 展示部門【いけばな展（前期）】

東海村文化協会

東海ステーションギャラリー

2014/2/20～2/25 龍生派水戸支部 創立７５周年記念 いけばな展－植物の貌－
2013/1/27
25周年記念 東海村アートロード展 キックオフ

龍生派 水戸支部
アートロード実行委員会

京成百貨店
中丸コミュニティセンター

2014/2/10～2/15 第26回 アートロード東海ステーションギャラリー展【美術・彫刻・華道・工芸】）

アートロード実行委員会

2014/1/9～1/14

東海村書といけ花の仲間たち展実行委員会

2015/1/8～1/13

第7回 書といけ花の仲間たち展

第6回 書といけ花の仲間たち展

リコッティ

詳細
案内ハガキ

日程・詳細

案内ハガキ
案内チラシ

2013東海村文化祭『いけばな展』
2013/11/2～11/4 2013東海村文化祭 『龍生派 子どもいけばな展』

東海村文化祭実行委員会

東海村総合体育館

水戸市
水戸市教育委員会 他

水戸芸術館【現代美術ギャラリー】

2013東海村文化祭 『小原流 子どもいけばな展』
2013/5/31～6/2

第45回 水戸市芸術祭 いけばな展

2013/5/22～5/24 2013東海村芸術祭 第25回 展示部門【いけばな展（後期）】
2013/5/19～5/21 2013東海村芸術祭 第25回 展示部門【いけばな展（前期）】
2013/2/3～2/23 特別企画 キッズ アートロード フェスティバル
2013/2/3～2/9
2013/2/2
2013/1/27
2013/1/26
2013/1/6～1/15

東海村文化協会
東海村芸術祭展示部門実行委員会
東海ステーションギャラリー

キッズ アートロード フェスティバル（いけ込み）
25周年記念 東海村アートロード展 キックオフ
キッズ アートロード フェスティバル（華道・工芸展示準備）

東海村アートロード実行委員会

第5回 東海村 書といけ花の仲間たち展

2012東海村芸術祭 第24回 展示部門【華道展（後期）】

パンフレット

東海村書といけ花の仲間たち展実行委員会

リコッティ

案内ハガキ

東海村文化祭実行委員会

東海村総合体育館

東海村アートロード実行委員会

いわき市、北茨城市方面
東海村中央公民館

（財）東海村文化・スポーツ振興財団

かけはし展Ⅱ
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パンフレット
中丸コミュニティセンター
東海ステーションギャラリー

東海村文化協会
東海村芸術祭実行委員会
東海村芸術祭展示部門実行委員会

2012/5/27～5/29 2012東海村芸術祭 第24回 展示部門【華道展（前期）】
2012/2/19～3/3

パンフレット

25周年記念 東海村アートロード展東海ステーションギャラリー展【美術・彫刻・工芸・華道】）

2012東海村文化祭 『いけばな展』
2012/11/2～11/4 2012東海村文化祭 『龍生派 子どもいけばな展』
2012東海村文化祭 『小原流 子どもいけばな展』
アートロード研修会
2012/10/16
2012/9/9
キッズ アートロード フェスティバル（華道・工芸教室）
2012/5/30～6/1

日程・詳細

東海ステーションギャラリー

パンフレット

戻る
【過去の催し物】
東海ステーションギャラリー
期日

イベント

主催

開催場所

2012/2/5～2/11

第24回 アートロード東海ステーションギャラリー展【美術・彫刻・工芸・華道】）

2012/2/1～4/30

第24回 アートロード展（店舗・事業所）

東海村アートロード実行委員会
後援：東海村文化協会

村内各店舗

2012/1/7～1/17

第4回 東海村 書といけ花の仲間たち展

書といけ花の仲間たち展実行委員会

テクノ交流館リコッティ

2015/1/13
詳細

パンフレット
作品集
案内ハガキ
案内チラシ

2011東海村文化祭『いけばな展』
2011東海村文化祭
2011/11/4～11/6 『龍生派 子どもいけばな展』

東海村文化祭実行委員会

東海村総合体育館

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＆茶会」

東海村芸術祭実行委員会
東海村文化協会

東海ステーションギャラリー

2011/2/6～2/12

第23回 アートロード東海ステーションギャラリー展【美術・彫刻・華道・工芸】）

アートロード実行委員会

2011/1/7～1/18

第3回 東海村 書といけ花の仲間たち展

東海村書といけ花の仲間たち展実行委員会

2011東海村文化祭
『小原流 子どもいけばな展』
スケジュール

テクノ交流館リコッティ

作品集
案内ハガキ
案内チラシ

2010東海村文化祭『いけばな展』
2010/10/29～
10/31

案内ハガキ

2010東海村文化祭
『龍生派 子どもいけばな展』

東海村文化祭実行委員会

東海村総合体育館

アートロード実行委員会

東海ステーションギャラリー

2010/5/21～5/23 第43回水戸市芸術祭いけばな展

水戸市ほか

水戸芸術館【現代美術ギャラリー】

2010/4/4～4/10

アートロード実行委員会

東海ステーションギャラリー

龍生派 水戸支部

京成百貨店

東海村書といけ花の仲間たち展実行委員会

テクノ交流館リコッティ

茨城県華道連合会

茨城県民文化センター

2010東海村文化祭
『小原流 子どもいけばな展』
2010/6/2～6/4

第23回 東海村芸術祭『いけばな展（後期）』

2010/5/30～6/1

第23回 東海村芸術祭『いけばな展（前期）』

第22回 アートロード東海ステーションギャラリー展【美術・彫刻・華道・工芸】）

創立70周年記念
2010/2/18～2/23 水戸支部 龍生派いけばな展
－植物の貌－
2010/1/5～1/12

第2回 東海村 書といけ花の仲間たち展

2009/10/31～11/5 第44回茨城県芸術祭『いけばな展』

2 / 3 ページ

案内チラシ

案内チラシ

作品集
案内ハガキ
案内チラシ

戻る
【過去の催し物】
2015/1/13
期日

イベント

主催

開催場所

詳細
案内チラシ

2009東海村文化祭『いけばな展』
2009東海村文化祭
2009/10/30～11/1 『龍生派 子どもいけばな展』

東海村文化祭実行委員会

東海村総合体育館

アートロード実行委員会

東海ステーションギャラリー

水戸市ほか

水戸芸術館【現代美術ギャラリー】

案内チラシ

2009東海村文化祭
『小原流 子どもいけばな展』
2009/6/4～6/6

第22回 東海村芸術祭『いけばな展（後期）』

2009/5/31～6/3

第22回 東海村芸術祭『いけばな展（前期）』

2009/5/22～5/24 第42回水戸市芸術祭『いけばな展』
2009/1/5～1/13

第1回 東海村 書といけ花の仲間たち展

東海村書といけ花の仲間たち展実行委員会

テクノ交流館リコッティ

2008/6/1～6/7

第21回 東海村芸術祭『いけばな展』

アートロード実行委員会

東海ステーションギャラリー
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案内ハガキ
作品集
案内ハガキ

