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2017/2/26日 冬の撮影研修会　学習会 東海村写真連盟 東海村新中央公民館 13：30～17：00

2017/2/25土 芸大・茨大・筑波大卒業修了制作選抜展作品選定 (公財)東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 つくば美術館 筑波大学修了制作見学

2017/2/24金 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会（2月） 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館 18：30～

2017/2/19日
東海村写真連盟
　冬の撮影研修会「樹氷原・蔵王」

東海村写真連盟 山形県
・5：00　石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ　集合・出発
・会費　12,000円

2017/2/18土
第29回　東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ展
『写真』搬出作業

東海村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 15：00～

2017/2/12日～2/18土
第29回　東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ展
『写真』

東海村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

2017/2/11土
第29回　東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ展
『写真』搬入・展示作業

東海村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 15：30～

2017/2/11土 芸大・茨大・筑波大卒業修了制作選抜展作品選定 (公財)東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 つくば美術館 筑波大学卒業制作展見学

2017/2/10金 東海村写真連盟　理事会（2月） 東海村写真連盟 東海村新中央公民館 18：30～

2017/2/2木
日本原子力発電(株)東海第２発電所
及び構内「ﾃﾗﾊﾟｰｸ」見学会

東海村文化協会 日本原子力発電 9：00～

2017/2/1水～4/30土 第29回　東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ（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

2017/2/1水
第29回　東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ『ｷﾞｬﾗﾘｰ展』
　出展作品データ（画題・撮影地）提出締切

東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会

-

第29回　東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ　看板設置 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 文化協会部室
・東海村役場
・東海文化ｾﾝﾀｰ前

2017/1/28土 第29回　東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ　ﾎﾟｽﾀｰ制作 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館 14：30～

2017/1/26木 芸大・茨大・筑波大卒業修了制作選抜展作品選定 (公財)東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団
・藝大美術館
・藝大校内

東京藝術大学卒業制作展見学

2017/1/22日 東海村写真連盟　新年会 東海村写真連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
・12：00～14：00
・会費　2,000円

2016/1/21土 第29回　東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ　ｷｯｸｵﾌ 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 中丸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
10：00～11：30
※集合写真撮影

2017/1/13金 東海村写真連盟　理事会（1月） 東海村写真連盟 東海村新中央公民館 18：30～

2016/12/23金・祝 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会（12月） 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 舟石川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 18：30～

2016/12/17土
秋の撮影研修会　作品展
　搬出作業

東海村写真連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 10：00～

2016/12/13火 東海村文化祭　第2回実行委員会（反省会） 文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ 19：00～

2016/12/9金 東海村写真連盟　理事会（12月） 東海村写真連盟 東海村新中央公民館

2016/12/4日 第5回　子ども芸術祭 東海村文化協会 東海文化センター 記録写真撮影：根本哲成、渡邊二男

2016/12/3土～12/16金 秋の撮影研修会　作品展 東海村写真連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
・12/5　12：00～
・12/18　～21：00

2016　平成28年度（3/1～2/末）　東海村写真連盟スケジュール
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2016/12/3土
秋の撮影研修会　作品展
　搬入・展示作業

東海村写真連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 10：00～

2016/11/25金 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会（11月） 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 舟石川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 18：30～

2016/11/19土 秋の撮影研修会　学習会 東海村写真連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 15：00～18：00

2016/11/11金 東海村写真連盟　理事会（11月） 東海村写真連盟 東海村新中央公民館 18：30～

2016/11/6日
『菰野町＆東海村　文化交流写真展』
菰野町作品返送

菰野町ｽﾎﾟｰﾂ・文化振興会 -

2016/11/6日 東海村文化祭　『公募写真展』　搬出作業 16：20～

2016/11/6日 東海村文化祭　『公募写真展』　表彰式 15：00～

「東海村文化祭2016」ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

「Tokai-mura Cultural Festibal 2016」brochure(English version）

「東海村文化祭2016【公募写真展】」出品目録

三重県菰野町芸術文化協会写真部会の会員の作品15点を展示

「菰野町＆東海村　文化交流写真展」について

「災害時における相互応援協定」について

2016/11/2水
東海村文化祭　『公募写真展』
　搬入・展示作業

東海村文化祭実行委員会
東海村写真連盟

東海村総合体育館 9：00～　文化ｾﾝﾀｰ駐車場集合

2016/10/22土～10/23日
東海村写真連盟
　秋の撮影研修会「志賀高原」

東海村写真連盟 長野県志賀高原
・10/22　5：00　石神ｺﾐｾﾝ集合・出発
・10/23　19：30　石神ｺﾐｾﾝ解散

2016/10/22土
『菰野町＆東海村　文化交流写真展』
菰野町関連資料受領

菰野町ｽﾎﾟｰﾂ・文化振興会 文化ｾﾝﾀｰ

2016/10/22土
『菰野町＆東海村　文化交流写真展』
菰野町作品受領

菰野町ｽﾎﾟｰﾂ・文化振興会 文化ｾﾝﾀｰ

2016/10/21金 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会（10月） 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館 18：30～

2016/10/16日 東海村文化祭『公募写真展』公開審査結果通知発送 東海村写真連盟 -

2016/10/16日 東海村文化祭『公募写真展』表彰状筆耕依頼 東海村写真連盟 - 東海村文化祭実行委員会事務局に依頼

「2016年　東海村文化祭「公募写真展」作品募集」要領・応募票（PFD版）
「2016年　東海村文化祭「公募写真展」作品募集」要領・応募票（EXCEL
版）

担当集合　9：30
作品搬入　10：00～11：30
公開審査　13：00～

2016/10/15土
『菰野町＆東海村　文化交流写真展』
東海村関連書類梱包・発送

東海村写真連盟 文化ｾﾝﾀｰ
13：00-
14：00　ヤマト宅急便

2016/10/14金 東海村写真連盟　理事会（10月） 東海村写真連盟 東海村新中央公民館 18：30～

2016/10/14金 「東海村文化祭2016」ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ　完成 東海村文化祭実行委員会 文化ｾﾝﾀｰ

2016/10/9日
『菰野町＆東海村　文化交流写真展』
文化祭2015上位入賞作品梱包・発送

東海村写真連盟 東海村新中央公民館
～11：00　作品搬入
11：00～　梱包
12：00　ヤマト宅急便

東海村文化祭実行委員会
東海村写真連盟

東海村総合体育館

2016/10/16日 東海村文化祭『公募写真展』公開審査
東海村文化祭実行委員会
東海村写真連盟

文化ｾﾝﾀｰ2階大会議場

2016/11/3木～11/6日

特別企画『菰野町＆東海村　文化交流写真展』
東海村写真連盟
菰野町芸術文化協会写真部会

東海村総合体育館

東海村文化祭　『公募写真展』
東海村文化祭実行委員会
東海村写真連盟
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2016/9/23金
『菰野町＆東海村　文化交流写真展』
　文化祭2015上位入賞者　出品回答期限

東海村写真連盟 - 14名

2016/9/19月・祝
「熊本地震被災地支援」ﾁｬﾘﾃｨ作品展
　搬出作業

東海村写真連盟 東海文化ｾﾝﾀｰ 15：00～

2016/9/19月・祝 「熊本地震被災地支援」ﾁｬﾘﾃｨ作品展
東海村文化協会
東海村写真連盟

東海文化ｾﾝﾀｰ 9：00～15：00

2016/9/18日
「熊本地震被災地支援」ﾁｬﾘﾃｨ作品展
　搬入・展示作業

東海村写真連盟 東海文化ｾﾝﾀｰ 15：00～18:00

2016/9/16金 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会（9月） 東海村アートロード実行委員会 国際交流会館 18：30～

2016/9/12月
東海村文化祭『公募写真展』応募票
・村内ｺﾐｾﾝ分生涯学習課へ持参

東海村文化祭実行委員会
東海村写真連盟

東海村役場

2016/9/10土
広報Tokai掲載
　・東海村文化祭『公募写真展』案内

東海村文化祭実行委員会
東海村写真連盟

-

2016/9/10土
東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ研修会
「宮城　杜の都巡り」

東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 宮城県仙台・塩釜・松島 39名

2016/9/10土
『菰野町＆東海村　文化交流写真展』
　文化祭2015上位入賞者　出品依頼

東海村写真連盟 -
14名
郵送　or　E-Mail

2016/9/10土
東海村文化祭『公募写真展』応募票
・村内ｶﾒﾗ店等配布

東海村文化祭実行委員会
東海村写真連盟

村内ｶﾒﾗ店

2016/9/9金 東海村写真連盟　理事会（9月） 東海村写真連盟 東海村中央公民館 18：30～

2016/9/6火 「熊本地震被災地支援」ﾁｬﾘﾃｨ作品展会議 東海村文化協会 東海文化ｾﾝﾀｰ 18：30～

2016/9/3土 秋の撮影研修会担当者会議 東海村写真連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 17：00～

2016/9/1木
広報Ｔｏｋａｉ原稿校正
　・東海村文化祭『公募写真展』案内

- -

2016/8/31水 東海村文化祭2016　実行委員会部門別調整会議 東海村文化祭実行委員会

2016/8/31水 東海村文化祭2016　第１回実行委員会 東海村文化祭実行委員会

2016/8/23火 東海村文化祭2016　実行委員会部門別調整会議 東海村文化祭実行委員会 台風接近に伴い延期

2016/8/23火 東海村文化祭2016　第１回実行委員会 東海村文化祭実行委員会 台風接近に伴い延期

2016/8/20土 東海村写真連盟「秋の撮影研修会」参加申込〆切 東海村写真連盟 - 参加申込ﾊｶﾞｷを返信

2016/8/12金
東海村文化祭『公募写真展』応募票
・東海村文化協会HP掲載

東海村文化祭実行委員会

2016/8/12金 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会（8月） 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館 18：30～

2016/8/11木 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会研修会　参加申込〆切 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 - 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ会員に案内状送付

2016/8/11木 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

2016/8/7日 東海まつり（ｲﾍﾞﾝﾄ） 東海まつり実行委員会 JR東海駅東大通り 14：00～20：00

2016/8/6土
春の撮影研修会　作品展
　搬出作業

東海村写真連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 10：00～
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2016/8/5金 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27年度事業報告および決算報告
(2)規約・細則の改正
(3)平成28年度事業計画（案）および予算（案）
(4)平成28年度幹事の選任

2016/8/5金 東海村写真連盟　理事会（8月） 東海村写真連盟 東海村中央公民館 18：30～

2016/7/27水 2016東海村芸術祭合同反省会
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

真崎ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
18：00～
写真連盟　：　根本理事（芸術祭担当）、萩野谷事務局長、河野会計長

2016/7/26火 東海村文化祭2016　第2回幹事会 東海村文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ 18：30～

2016/7/25月 「熊本地震被災地支援」ﾁｬﾘﾃｨ作品展　出品者募集〆切 東海村写真連盟 - 参加申込ﾊｶﾞｷを返信

2016/7/23土～8/6土 春の撮影研修会　作品展 東海村写真連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
・7/23　12：00～
・8/6　～10：00

2016/7/23土
春の撮影研修会　作品展
　搬入・展示作業

東海村写真連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 10：00～

2016/7/15金 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会（7月） 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館 18：30～

2016/7/11月
「熊本地震被災地支援」ﾁｬﾘﾃｨ作品展
　写真部門募集案内送付

東海村文化協会
東海村写真連盟

-

2016/7/11月 「東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ研修会」写真部門募集案内送付 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 -

2016/7/11月 東海村写真連盟「秋の撮影研修会」募集案内送付 東海村写真連盟 - 志賀高原

2016/7/10日 東海村文化祭参加申込〆切 東海村文化祭実行委員会 -
・東海村文化祭2016申込書
・東海村文化祭2016に係る借用物品・予算要求明細書

2016/7/8金 東海村写真連盟　理事会（7月） 東海村写真連盟 東海村中央公民館 18：30～

2016/7/2土 春の撮影研修会　学習会 東海村写真連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 14：00～

2016/6/25土 東海村写真連盟　設立35周年記念実行委員会 東海村写真連盟 東海村中央公民館 13：30～

2016/6/24金 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会（6月） 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館 18：30～

2016/6/21火 東海村芸術祭反省資料提出〆切 東海村芸術祭実行委員会 -

2016/6/14火 東海村文化祭2016　第1回幹事会 東海村文化祭実行委員会 東海文化ｾﾝﾀｰ

2016/6/13月
東海村写真連盟
　春の撮影研修会「群馬　高原・湿原・文化遺産の旅」

東海村写真連盟 群馬県 ・5：00　石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ集合・出発

2016　東海村芸術祭　看板撤去作業
主催：東海村芸術祭実行委員会
　　　東海村文化協会

-
・東海文化ｾﾝﾀｰ前
・東海駅ｺﾝｺｰｽ

2016/6/11土 東海村文化祭参加申込 東海村文化祭実行委員会 -
・東海村文化祭2016申込書
・東海村文化祭2016に係る借用物品・予算要求明細書

第28回　東海村芸術祭展示部門
　写真展搬出作業

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰＡ 15：00～15：30

（同時開催）写真連盟　撮影研修会作品展
　額・ﾏｯﾄ片付け・搬出作業

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰB 15：30～16：00

東海村芸術祭展示部門実行委員会
東海村文化協会2016/6/11土
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2016　平成28年度（3/1～2/末）　東海村写真連盟スケジュール

2016/6/11土
広報Ｔｏｋａｉ原稿提出
　・東海村文化祭『公募写真展』案内

東海村文化祭実行委員会 - 7/●提出〆切

2016/6/10金 東海村写真連盟　理事会（6月） 東海村写真連盟 東海村中央公民館 18：30～

2016/6/10金 東海村文化祭　参加者募集 東海村文化祭実行委員会
・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

日程・出品者一覧・ﾁﾗｼ・案内はがき

・写真ｻｲｽﾞ　：　半切・A3ﾉﾋﾞ以上のﾊﾟﾈﾙまたは額装品
・点数　：　1点/一人

（同時開催）写真連盟　撮影研修会作品展 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰＢ

・写真ｻｲｽﾞ　：　四ﾂ切or四ﾂ切ﾜｲﾄﾞ
・点数　：　2点/一人（以下の3か所から選択 又は、自由作品）
・2015/6/19　　　　「奥日光の花巡り」
・2015/10/23-10/25 「黄葉と冠雪の鳥海山」
・2016/2/21  　　　「裏磐梯雪景色」
・自由作品

第28回　東海村芸術祭展示部門
　写真展搬入・展示作業

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰＡ 15：30～

（同時開催）写真連盟　撮影研修会作品展
　写真搬入・額装・展示作業

東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰB
・ｷﾞｬﾗﾘｰA展示終了後
・額装作業　：　写真連盟の額・ﾏｯﾄを利用

2016/5/27金 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会　理事会（5月） 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 国際交流会館 18：30～

第28回　東海村芸術祭展示部門　写真展
　参加申込み・画題・撮影地提出締切り

（同時開催）写真連盟　撮影研修会作品展
　参加申込み締切り

2016/5/25水
春の撮影研修会「群馬　高原、湿原、文化遺産の旅」
　参加申込み締切り

東海村写真連盟 - 連盟会員に送付される申込ﾊｶﾞｷを返信

2016/5/24火 東海村文化協会　総会 東海村文化協会 東海村中央公民館
18：30～
東海村文化協会会費納入

2016/5/14土 2016　東海村芸術祭　看板設置作業
主催：東海村芸術祭実行委員会
　　　東海村文化協会

-
・東海文化ｾﾝﾀｰ前
・東海駅ｺﾝｺｰｽ

2016/5/14土 第28回　東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ　看板撤去作業
主催：東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会
後援：東海村文化協会

- ・東海文化ｾﾝﾀｰ前

2016/5/13金 東海村写真連盟　理事会（5月） 東海村写真連盟 東海村中央公民館 18：30～

2016/4/30土 「村の移り変わり写真展」古い写真返却 東海村写真連盟 東海村立図書館 渡邊理事長

2016/4/24日
芸大・茨大・筑波大卒業修了制作選抜展2016
　ギャラリートーク

(公財)東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ 14：00～

2016/4/24日 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（講座室） 13：00～13：45

2016/4/19火
第28回　東海村芸術祭展示部門
　実行委員会（第2回）

東海村芸術祭展示部門実行委員会
東海村文化協会

文化協会部室
・18：00～
・ﾎﾟｽﾀｰ：制作、案内ﾊｶﾞｷ仕分け、郵送準備など

2016/6/5日～6/11土

第28回　東海村芸術祭展示部門　写真展 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰA

連盟会員に送付される申込ﾊｶﾞｷを返信-

2016/6/4土

2016/5/25水
主催：東海村芸術祭実行委員会
　　　東海村文化協会

東海村文化協会
東海村芸術祭展示部門実行委員会
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2016　平成28年度（3/1～2/末）　東海村写真連盟スケジュール

2016/4/17日～4/30土 芸大・茨大・筑波大卒業修了制作選抜展2016 (公財)東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 東海ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ

2016/4/15金 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 舟石川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2016/4/14木 ＮＨＫ水戸放送局「いばっチャオ！」 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 -
・11：40～11：54
・東海村アートロード展　放映

2016/4/13水
（2016/4/20水　〆切）

東海村文化協会事業助成金に関する書類提出 東海村文化協会 -
・（様式-3）平成28年度文化協会連盟役員名簿
・（様式-4）平成28年度文化協会会員名簿

2016/4/13水 東海村写真連盟　総会 東海村写真連盟 東海村中央公民館会議室４

・18：30～　中会議室　（役員・理事・代議員）
・平成27年度事業報告および決算報告
・平成28年度事業計画および予算審議
・細則改訂
・その他・懇談

2016/4/8金 東海村写真連盟　理事会（4月） 東海村写真連盟 東海村中央公民館
18：30～
総会資料袋詰めを含む

2016/4/8金 総会資料作成 東海村写真連盟 石神ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
10：00～
総会資料コピー

2016/3/30水 「東海村写真連盟　総会」出欠等返信締切り 東海村写真連盟 - 2012年度総会より代議員制のため役員・理事・代議員に送付

2016/3/30水
第28回　東海村芸術祭展示部門
　実行委員会（第1回）

東海村芸術祭展示部門実行委員会
東海村文化協会

東海村中央公民館会議室１ 18：30～20：00

2016/3/26土 「春の撮影研修会」担当者会議 東海村写真連盟 東海村中央公民館 19：00～

2016/3/26土 Ｈ27冬の撮影研修会　学習会 東海村写真連盟 東海村中央公民館 16：00～

2016/3/26土 「村の移り変わり写真展」古い写真選定作業 東海村写真連盟 東海村立図書館 渡邊理事長、萩野谷事務局長、河野会計、茂又副会計

2016/3/25金 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会＆懇親会 東海村ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ実行委員会 舟石川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
・18：00～　実行委員懇親会
・会費　1,500円

2016/3/25金～4/10日 第27回　東海さくらまつり 東海村観光協会 阿漕ケ浦公園
・約200本のソメイヨシノ
・期間中、日没後～21：00　ライトアップ

2016/3/13日
（2016/4/20水　〆切）

東海村文化協会事業助成金に関する書類提出 東海村文化協会 -
・（様式-1）平成27年度文化協会助成金に関する実績報告並びに決算
　　※領収書一式
・（様式-2）平成28年度文化協会助成金に関する事業計画並びに予算

2016/3/13日 東海村写真連盟　会計監査 東海村写真連盟 東海村中央公民館 細谷監事、本田監事、渡邊理事長、河野会計、茂又副会計

2016/3/12土 芸大・茨大・筑波大卒業修了制作選抜展作品選定 (公財)東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 東海村中央公民館 10：00～　最終選考

2016/3/11金 東海村写真連盟　理事会（3月） 東海村写真連盟 東海村中央公民館 ・18：30～

2016/3/10木 平成27年度文化協会「個別事業の奨励費」申請〆切 東海村文化協会 -

2016/3/8火 芸大・茨大・筑波大卒業修了制作選抜展作品選定 (公財)東海村文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 茨城県民文化ｾﾝﾀｰ

茨城大学教育学部美術科卒業研究展
茨城大学大学院教育学研究科教科教育専攻美術教育専修修了研究展
13：00　東海駅発（ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ）
15：00　県民文化ｾﾝﾀｰ発（ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ）

2016/3/5土 東海村写真連盟　35周年記念事業実行委員会 東海村写真連盟 中央公民館 ・13：30～
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2016/2/1月～4/30土 第28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 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

2016/1/19火 東海村芸術祭実行委員会 東海村芸術祭実行委員会 ・展示・催事・芸能の各部門の合同実行委員会
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