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記念誌刊行にあたって 

北海道ポーランド文化協会 会長 安藤厚 

 

北海道ポーランド文化協会は「北海道とポーランドのあいだの文化交流を促進すること」

（会則より）を目的として１９８７年１０月に設立され、以来２８年間、ささやかではありますが、多

方面にわたりさまざまな文化交流の活動を進めてまいりました。 

これまでに〈例会〉は７３回、会誌「ポーレ」の発行は８５号を数え、そのほかにも主催、共催、

後援、協賛などさまざまな形で、コンサート、映画上映会、朗読会、講演会、旅行、ポーランド

語講座など多彩な活動を行ってきました。 

記念誌は、創立１５周年を機に２００３年にはじめて刊行され、会の歴史と活動の原点を確

認し、次の新しい発展を目指すための礎となりました。今回はそれから１０年を経て、創立２５

周年記念誌をまとめることができました。 

二つの冊子をならべてみると、会員数が１５０人から１００人ほどのささやかな存在である本

協会の活動が、四半世紀もつづいてきたことは奇跡のように思えます。この間、ポーランドで

は自由選挙・民主化、EU 加盟など大きな変化があり、日本でもバブル崩壊などさまざま困難

を経験しました。文化活動には困難の多い時期に、本会が個々の会員のボランティア精神

のみを頼りにこれまで活動をつづけることができたのは、希有な幸運といえましょう。 

この間、さまざまな形で会の活動を支えてくださった過去・現在の会員、関係者、私たちの

活動に関心をよせてくださったすべてのみなさまに、心から感謝を申し上げます。 

会誌「ポーレ」のバックナンバーをみると、この十年間で、とくに最近５年ほどは「ポーランド

in 北海道」（２０１０）をはじめ、「ポーランド映画セレクション」（２０１１−１３）、恒例となったピア

ノコンサート・レクチャーコンサートや、朗読会「午後のポエジア」（２０１１−１５）など多彩な催

しがあり、たいへんな活況を呈しています。 

その大きな原動力となったのは、一つには駐日ポーランド共和国大使館との連携です。本

会事務局と、ロドヴィッチ前大使、コザチェフスキ現大使および歴代の文化・広報担当官との

あいだに強い信頼関係ができたことが大きな力となりました。 

また、北海道在住のポーランド人のみなさんとの交流が、私たちの大きな楽しみとなってい

ます。毎秋、定例総会のあとは懇親会にポーランドのみなさんをお招きして、近年はいつも２

０人前後の方々が参加され交流を深めています。初夏の恒例となった朗読会「午後のポエジ

ア」も、日本人とポーランド人がともにつくる交流の場として定着してきました。 

会誌「ポーレ」には、会の活動の記録のほか、ポーランドの歴史、文学、音楽、映画、演劇

などに関する多彩なエッセイや、旅行記なども掲載されていて、読み物として興味深いだけ

でなく、今後の活動のアイディアを得ることもできます。 

本協会の活動は、会員だけのためのものではなく、つねに一般市民のみなさまにも開か

れています。本記念誌が多くのみなさまの目に触れ、ポーランド文化に関心をもっていただく

きっかけにもなれば幸いです。 

 

２０１５年７月 




