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会

：量雲

規

１０/２２ lU1I中学擬琶蕊発襄塞
UULlJ己己Ⅸロー琴も三三三頁
(鑑）
(霊） ９:５ｕ～１５:１pｌ
9850～１５:１０

Ｉ

凸

豊霊甑降
鑑:艶鮮
16.30蝿圏117N'00～i日:3０
GI3D捌廟１７;00～18;3（

潔コンゼート
甑コンサート
リトルカンパネラ
１４:CID'～１日:、'ロ
１１/８
１１/a １４F００～１５:００
1Cj《） ロック＆ハワイアン
(水）
コンヅ・・ト
コンサート
１円？。｡～Ｂ、?剣、
１８:３Ｄ～2Ｑ:3０
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７

さ

ダンスの夕べ己ら。～峰一邸昌
ダンスの夕べ迫雄Ｃ～凹凸。
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将槙大芸（自由参加）

●こ
こ》

８ズ
ーク

圖碆大会（『弓宙参加）

ｑｌご
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了列記咋遙詑日罷泓欝嵩調冶
璽さ～受付野呂競技開始

－ｕ

;訂
扇牙．

Ｉ

１６ｮ３０～20:３０
１６:３０

･’
１－

は｜

釧国人の己本語スピーチ｜丹Ｂｉ二旬岩一
外国人の曰本譜スピーチ一等Ｓ～一騨豐

カラオ
カラオケ発表蓑

ー’題

Ｉ

■■Ｆ二口。=、■岳＝＄

:|デ

鱒含～受付鱒旨競技開始

Ｅ鴬瓢

●回

豊一
壼幽

鉄道槙型展示・輝驍迩覇一宮ｇ～扇ら□（最終曰は｛四》ｇま－ご）
》勤進愼蟄属一万・侭腫迩艶己ら○１Ａ。こ□（属農ｐＨ図煙る已舅巴

問合せ:東海村教育委員会社会教育課TelQ'２９薑2日2-17111(内線１４２３）
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１１ノブ
(日）
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nK.IY三購脚１２:‘5～12.55
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挙帛
趣．：

野（潅

リボン． 麟掴

ガンLI-ワン仁唾篭己と軽圏IlZlしlu1L,△直るＩ

東海文化センター

－１M'21卿Ｒｌｌｌ２３Ｄ～12コdo
一段曲脚ＲＪＵＩ２９０い･12.4［

蓼ご

掻鰐部

'iすみれが（書⑳霜に辱尋邸圏噂感,凶
そめ徳にはそ節花の人塗iiY露詮

芸能轄襄会
芸能発襄会

Ｓ扇

面を
。と
８－

Ｉｌｌｉ冒

山野草バザー坦鰯Ｃ～一”Ｃ－Ｃ（畷震曰は鱒“ご～一御言）

[露:E】麓W'いぞ…と｡割－１E讓…iD⑪１－

鍵演/午後日時３０分

宮：

アマチュア無線厩鱒ｇ～一評一ｓ（一鑓縫曰は一坪ｇ議一ご）
ｌＪＹ与色】｝ノ鉱末叩郵匡鵬亟叩ＣＣＩ二再Ｃこ客正戟声亡川”一．“ここ四召壺こ

認庇砥鐡凶1にむががいらず吋魂過喧雀して力finこいf`て[刷治瓜癒

Ｓｊｉｉ

ゴ・旧四つｆ’一房型コー』淀つつくとれにつつ

愚i讓燭とし鷺麗墨蕊

銅踊発表会
醗踊藷蒙会一
９:115～ｌｌｌｆ３Ｃ
9:１５～１１:3０

開演/午後5時00分

ｐ

｜いトム孤雁に仁に汀以睾皀行ｕ十ｍトヒナセｒＬ垣エ

全賢愚鼈勧騒農や学1国１０圏R;】i:頤豊腎z;力目'膵樋動画と綱図燈堕蝿

￣

松El
Hii旧
会・

溌
■ヴロｍＬⅡｒＪｒ１ヨマ「ＰｊＨＪｎｕ可口勲口、已一』〒凹曰Ｂ→式●ヨ三二〆ｐＨ川■ｒ』Ｌ■久守向⑩＆『４６Ｊ⑰Ｔｂ引机公印呪１円ⅡⅡ船田

思慶冨歳イエトヒーナーとして抵厘⑭W”I型鱈凸とと心に鳴

1'□月冨■・曰(士）
開場痔後4時３０分

擬乙

･侭

｜「乘恥率憾型寧鋤戴雫毒汕講ら一一Ｃ

震露護蕊i:戯毒鍾､…雀…』

１７:45,～１８:４５
１７:４５－１８:４５

気功太極拳表演芸
気功太腫字霊域会
一睡ｇ～扇ら・（雨天中止）
一陣らＣ～弩②己○二雨天由止）
東海大競演葵会
軍涛太鼓演巽会
二つらローＪ函つ二羽軍鑪覗．Ｌ）
一ｇｇ～二菌①（雨天中止）

ノルｒ１ｊｉｌｌ

愚⑮

･警篝幾㈹’UMIiWlMM：
ISS二雷寿塞蕊抗

露'麹・仕麹⑩菱襄
圏曲・仕輿の発愛

千一・

一●no

科

竺奪

Ｊ・つ．誌晩型『「ゴ山俳争刀。。。輯読万二
⑫一ｓ～弓ごロ（鰯終日は一一野呂巖一こ）

大正響演奏蓑
１５:４５～１５:１５

表剴

科掌臓験ひろばパソコン体験教室工縮藪一室（財）日議科学櫨術振興財同

新 垣勉 【テノ

１３:１５～１５:１５
１３:１５～１５:1５

会ｉＢ

震生活展．児迩巴聖徒作品展“蕊漁村鰯文化爾鼠惇呂～。Ｍｇｌ（最終日は｝唖叩一ｃｃまで
一瑛主活風・興亜・堅撞爆品展・禦海掴の文化財展⑪己。～罰ら。（最終日は罰ら・まで

(±）

腿願チヱーック（血圧・鰯麗髄測這噂ご）一Ｃらつ～一博ら・’一四己Ｃｌ～一暫冒

１１値

糸、

茶芸表千家席松韻薑一Ｃら。～一ｍ己Ｃ一素会表季蒙隔醤蕊会一ＰＣＣ～一獅皀

Ｅｊ

jbz1tつと砥

ｊ士
１く

■

諭師）

ジヤズダンス＆
ジャズダンス８
フラダンス

水墨画展高齢言に晶健・掲人浬協展のら。～。ｃｃ（最終曰は一⑤凸□まで〕
水墨画展。｜高齢書作品展・婦人邇協晨坦ら一。～。｛ｇ’（最縫臼は一ｍｍ。□ま壱）

１０:００～１１:４Ｅ
１０:００～字１:４５

-頁襄鈩

諏麹リーナ巍鑿一藁潅ゴカリナク一つプーー棹□。～一呼哩唾

画弦楽と合唱
霞弦楽と合唱
コンサート

筆演藥岡本千邦吾一興ｇ～一ｍ画Ｃ
弓籍籠〉｛［恒斗〒勇二一瞥

、

いけばぱ展．盆栽展・書道展・一三真震（公募）・絵画彫一刻展・環境ポスター展
建築士急展・授芸展・秋の山野草農・フーコー撮り子惇冒～弓己◎（最終曰は鼠ら・談這）

１１/５
(金）

ＤｊＴぞ〃・色已・ザニ『二ｊＮｕ←ｊ『ＪＤｊｌフ｜アイ〆

菊一一化展（公募）ＰＣローゴ「・Ｃｌ（最終Ｂは一ｍ亜ＣＣｌ霊で）
輔詔展（公寡）ＰＣ？，ヨら□（尼蟹白は扇らＣさて）

￣

,夕

遜妃

完

玄焔醗演芸
Z化Uili頑宝
１０/３０
110/３０
（土） 新垣翻さ,/lＵ
(土）
j7垣勉ざん

Gつ

￣

つ」Ｆ露１噸罎索

バ

２Ｆ識

１Ｆ索汀嘩霊噸霊

１Ｐ２
ＦＦ言

棡松コミュニティセンター
コミュニティ樫シター

館央

野

２Ｆ会議室

２Ｆ幼児室

柔剣道鳩
桑剣道陽

ピ

栗剣道場入□
桑剣道場入□

ロ

サブコート
卒球場
卓球場

'２￣

総合コート
講已．Ｉ卜

センタ
センター

ロビー

蘂海文化
蝋濁文化

野外特段ステージ
設ステージ

平成１ｓ年度東海村立化講演会

中央

公民館

公中
民

総合体湾館
恢育箙

東海村文化祭２００４

平成1ｓ丘10月29曰(金)～１１月７曰(曰）

東海村総合体育館＝展示。催事東海文化センター＝芸能
東海村中央公民館＝園|墓大会／将棋大会／鉄道模型展示・体験運転／外国人の日本語スピーチ
村松コミュニティセンター＝ダンス、'夕べ
参加団体

案海村立化協会加盟99団体
東海村立各小中專校東海村教盲研究会
案海村老人クラブ逼言会
東海村莨生活改善推進舅連絡協議会

東海村婦人団紘這絡協議会棗海材建築士会
美しい東海村をつくる会東海村太極`､芸
たんぽぽの会壼海太鼓保有会
東海ライオンズクラブ琴榮会

リトルカンバネラときわレールクラブ

鐡会東海観世会崇海材国際交流協会
東海村文化財ボランティアの会
（財)曰本科写技術振興財団

主催
東海村文化祭実行委員会

後援
東海村東海村教言委員会；
東海村立化協会

（財)東海村文化・スポーツ振興財団
事務局，茨城県那珂郡東海村白方１７４８－１束海村教育委員芸社会;教育課内ＴＥＬＤ２ｇ－２８２－１７１１

表紙絵ｌ中丸小琴校２年Ⅱ|崎みなみ「なつの思い出一

己

芸術の秋を迎え，村民,の
皆様には益々ご健勝のこと

とお喜び申し上げます。
’恒例の菰露屋)の文化祭
は，文化協会加盟１９連盟‘

「

あいさつ

児童。生徒‘高齢言など
３９団体の参加による村
内最大,の'文化事業であり‘
総合極盲館,,文化センター，
中央公民館を主会場とし
て開催`されます。
村民の優れた芸術文化

、l肩鯛EI《霊）
小中堂校音楽発表会

材内Ｂつの学校の児童牛棒
が，それぞれ美しい音楽作
''9に日々練習'壷積み重ねて
きた成果を発表する晴,の舞
台です。多くの方のご乗場
をお待ちしています。

数の皆様方⑳ご来場をお待ちしております。
最後になりましたが実行委員の皆様はじめ‘
関係晉位⑪ご尽力に深く感謝軍し上げ，ご
挨拶といたします㈱

筆コンサート
リトルカンバネラ

□ツク＆ハワ)イアン

●１４:００～１５:００

コンサート

●18:３０'～2'０:３０

●１，１:００～１１:４５

●１３;１５～１５;１５

111肩ア臼煽》

芸能発表会

１１肩箇圖《封

１１国ア曰《国》

謡曲|・仕舞の発表

霊踊発表会

⑳一般公募Rハ１２:30～１２:４０
●津軽三味線１２:45～１２:５５
圏民謡１３:00～１４:Cl０

毎週公民館やコミュニティ 舞踊の祭典，じっく
センターで琴雷している謡 りと`ご鑑賞下さい。
と仕舞壷発表します。
●１７:４５～118:４５

ジャズダンス＆
フラダンス

１１尾這日(土》

１１胃ア曰（日）

（開始時刻は開演傭）

１１圓圖臼《土》
大正琴演奏会

１１圓圖白《±》
筐弦楽と合唱
コンサート

バラエティに富んだアン 忙'しい毎日ほんの
サンブルとハーモニイ② 石ょつとの|時間を見
競演をお楽しみ下さい。
つけて,一緒に踊っ
てみませんか。

東海文化センター

●１３:２C～１５１０
午後⑳部（合唱）

大正琴⑳独特②哀愁を
おびた言色のとりこに
なってみませんか。
●１５:４５－１６:１５

１１属曾白（水）

事にと）を小中高校 楽しいバンド演奏をお
生が演奏します。
届けします。
筆の現代脇，ぜひ聴き
みん葱一緒に
に来て下さい！
盛り上がりましょう！

曾９:５０～１２３２０
午前の'部（合奏）

の成果の発表展示が‘多くの村民の鑑賞と
交流のⅢ場となり，情操豊かな村民性の高揚
と創造性の開発潅図り，本村芸術・文ｲﾋﾟ⑪
発展とコミュニティーづくりに大いに役立
つ文化祭にな愚)ようその盛況在期待し，多

１１同SEll《氷》

①９:１５～１１:３０

東海村文化祭雲行委員会実行委員長

カラオケ発表会

|曰頃いろいろ趣歌謡
曲を練習している成
●尺八i4Cl5～１４;１５
果を発表します。ど
●掌曲１４:20～14:４０
うぞごゆっくりご鑑
●吟詠劇詩霊１４:45～１５:４５
賞下さい。

それぞれ特徴ある分野の芸能を
満喫して下さい。

●１６:３０～２０；３０

須藤浩三

絵画彫刻展

総合体言館１階
柔剣道場

総合体育館１階
サブコート卓球農

農生活展
食生活展

水墨屈i扉
水墨百尾

私たち②健康は私たちの手で｜
私）こちの健康は私たちの汗で１

会迂の展示は「肥満を解消して笙
つ年の展示１Ｊ「腿満を解消して生
活習慣病を予防しよう」です。
活習慣病を予防しようｊです。
②試震コーナー（ひじざ寿司）
●試婁コーナー（ひじ言寿司）
お檮渇しています。
お待ちしています。
i1E6B(±)`7日(日)１０:00～１６:００
11月'6白|(±)`7日|（日）11ＭO～16:００
鰯健康（血圧・・体脂脆測定等）
③健寵（血圧・臓脂肪測定等）
１１月6曰(土)，７Ｅ(Ｂ）
111局6日(土)，７Ｂ(日）
１０:００～121:００，１３:００～１５:００
fO1OO~12:00,13:００~J5:00

児童・生徒作品展
児壼“生徒作品展

村内呂小中学校の児童・生徒の図
村内吾小中馨筏の児童。生徒の図

画・習字・理科・統計グラフＩＦ品
画・習字。理科・統計グラフ作品
を多数出品しました。ご覧くださ
い魔
い。

環境ポスター展

心の量らぎを求めて，美しい自然
心の安らぎ壷求めて，美'しい自然，
四三折々の花鳥風月を貴方も水墨
四雲折々の花鳥,風月萱貴方も水墨
画で表現しませんか。
画で表現しまぜ/Uか。

科豈体験ひろば
すべて無料で体溌できる！’

①パソコン憾験教室
・ねむりのまちとエネルギー

盆栽展

総合体言館１階
総言コート

自然の縮図，四季折々
②樹〈景蓬盆上に，曰
本⑩伝統文化の象徴
である盆栽壷一人で
も塞ぐのⅡ清々にお伝
えしたい。
鰯実授指導講習会
（無潤）

●住まいづくり検討委員会と⑭
共催による住まいづくりのあり
方についてのパネル展示

－老人会の我楽多屋一
一壱人会の我楽多展一
生き生きとした毎|曰を送る高
生き生きとした毎円を送る言
論音の文化活動の一端をご覧
齢者DDI文化活動の一端をご覧
ください．
ください。

ゾフーコー、

●１１月'6日(±)，１１月７１曰（日）

振り子

建築士会員による住まいに関す
る何でも相談コーナー開催

婦人連協展
女性のふれあいの篇に
女性の'ふれあいの輪に
あなたもどうぞ;
あなたもⅡどうぞ１
手l悟りクマちゃん・等ｆＦりワンワ
手作りク'マちゃん‐寺作りワンワ

１１月7日(日）

地鰍の自転が見えるよ!！

１３:叩～１４:３０

技芸震

いけば怠展

う団体のクラブが曰頃の研修と

｢きらり言透いける

雲習会芒の作品,潅菫会員が震示

花の霧り'」

'しＷこし1にあLIi謹ｇｏ

●１１局'6曰(±）１３:００～１５:'0０

ふれあい広場

帽互の親睦を図1,ながら，愛鱈
琶によって－点，－点直り作いた
しました手作りのEきき蓬是非ご
来観下されば幸いです。

茶室ミ
優雅な和の空間でひとときの
くつろぎ蓬。
●11月6日(±）１０:００～１５００
表干家篇松韻会

美しい音色で作,品鑑賞，交流に花を
添えてくれます。
１１肩6曰(士）１２００～１２:３５
オカリーナ演奏
東海オカリナクラブ

秋CD山野草展
山草連盟会員が丹精込めて育て
た山野章⑪数々を展示します。
iMMの自然,の艤置満喫してください。

●１１月7曰（日）１０iOO～１５:００
表干家席若葉会

し １１丁l盃ＪＥＦ刀、 ｂα〕＞《 ツ

セージです。
空間壷うめてゆく
とりどりのフレッ
ュな花々で，目を
しませて,くれます。

色シ蕊

します。ぜひおいてください。

展示いたします｡

建築士芸晨

高齢壱作品展
高齢者作品展

－－～■声－－－

県。村指定の,文化財蓬中心に展示
します。また,パネルを使って「登
録文化財」や村松白根遺跡も紹介

書道晨

教盲屋賞，奨励舅

第１７回環境美化ボス.ターコンク
ール応募ＩＩＥ品と犬‘猫イラスト
応募作品壷展示しております。
よくみて゛ね。

ー必一霊謹一Ｂ－i＝

東海村の文化財展

三頁震

会員のほか一般⑳皆様の作品毛.多数 公募展の入賞。入選作品,壷展 曰索,のⅡ伝統文化である雪道
展示して,おります。絵を描いてみた 示しております。
,の力作を展示しみ葱さまと
い右の入会をお待ちしております.
一緒に楽しみたいと患いま
⑳表彰式111月7日(日）
又絵画教室も開いております。
１５１００～
す。また，人気のミニ作品
村長賞‘議長賞‘
展，臨豐の他，蒙刻作品も

１１月６曰(±）１３００～１３;３０
筆の演奏

岡本千邦寄

・エネルギーアイランド，他

②ｴｲF教室
・かんたん木工（ティラノサウ
ルス，懐中電灯）
・ＵＶアート（コース.ターづく
り）

・プラシートで作るキーホルダー

●１１月５日（金）９，０～17100
●11目ＧＢ'(士）９:'００～１７:００

●１１尾'７曰（日）９:00～１６:ﾛ'０

捜芸バザー
会員が心を込め,た手作りの|乍昴
を橋安でチャリティー即売いた
します。

（歳末勘け合いに寄付）
●11月6巳(土）１０:30～１３ｉＯＯ
ｏ陶芸。木彫，リボン、識物
・菫工芸。手編,。洋裁

野外バザー会場

東海ライオンズクラブ
慈善バザー
新鱒な野菜から会員提供②秘
蔵品等々…

バラエティー豊かな品々を格
安にて提供しますⅡ

●11月7日（日）１０:00～14:00
（売りtjiU札次第終亙）

総合体育館２階

「たんぽぽ⑳会」の
おはなし会

アマチュア無線展

あなたちアマチュア無線で世
吾どもも大人‘も楽しいお話の世･諄へ 界中に友達をつくりまぜhJiib､。
どうぞ１

．ペーブサート劇・絵承や語り
・紙しぱい・バネルシアター
●11局'6日(±）
年前②部１０:30～１１:3０
午縫の部１４０'0～１５:００

・無線違信の'公開運用

総合体言i館'□ビー

野舛特設ステージ

菊花晨

東海太鼓保存会
和太鼓演奏

菊は作って楽しみ‘見て楽し
むもの。誰にても気軽にでき，
作る人,⑪'努力に応えてくれま
す。貴方も菊を作ってみませ
んか。
●表彰式１１肩'7日(曰）
１４:３０～

村長貢，議長賞,教言長貫，

山野草バザー
会員持ち雪ＩＱの多種多様な山

憲萱言晨冨簔

ダンスシューズ壷着用して下さい。

（雨天中｣!□’

気功太極拳表演芸：

●11月7日（日）１２;肌～１３:00
（雨天中止）

・無線逼信機器等の展示
・電演チェッカーの工作

●11月'6B|(±）９:00～１７:0０
●１１月71日（日）９:DO～１６Ｉ０１ｑ

外国人⑪曰本語スピーチ
外国の方に曰本語で意頁や壱えを述べて頂きます。

新鮮噂目で見た主張からは新鮮な驚きがあるでしょう。

村松コミュニティセンター

一般参加ＯＫのダンスパーティ_て
ず。み‘んなで楽しく踊りましょう！
●１１月6日(土）１９:00～21:００
村松コミュニティセンターにて

●11月7Ｂ（日）１０:００～11:３０

やる気・率気，元気‘根気
のん気。「気」を養って健康
で楽しい毎曰壷。 簡単にて:言
曇気];j，の紹介壱行います。

野章の即売芸潅行います。
●11局6日(±）９:30～１６:００
●111月7日（日）９別'～１５爵0０

中央公民館

ダンスの夕べ

太古の言より曰広の文化芸能
である和太董。そ のリズム感
あふれる真剣葱演奏を皇非圃
LTて見て下さい。

囲碁大会Ⅷ将棋大会
鉄道模型展示。体験運転
自分で運転できる体験運転コーナー
もあります。車輌持込み大歓迎！ｌ
ＨＱＮＪプラレールコーナー
この機会にぜひどうぞ。
●11月6日(土）１０:00～１６:00
●11月7日（日）１０:00～１３:00

自閉参加です（小中写生も参加できます）。
あ葱に⑳実力を試してみませんか！
●Ⅱ眉7日（日）８:40～受付’９:30競技開始
参加料：Ｌ0,00円'（昼莨代含む）
※中專生以下800円
賞品：入賞以外は参加賞

形式；ＡＢクラス(小中毒生言む)且

ぜひお越しください！
●１１月61曰(±）１４:00～15,:3０

Let'slistgnto

thevoiceoffo｢elglnlpeopleinJapanese1

No Vo6

Peopleoffo｢eiglnlnationalitieswillexp｢essithei「朧 |ing

andthoughtbygivingashortspeeclhinlJiapanese

WehopeyoucQmean,denjoyiranl<andhDnestvoicesl
①１４００ｐ．ｍ．ｔｏ１５３０ｐｍ,

