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て─報告と感想」（1−2）／ポーランド現代映画セレクション 2004−2009[案内]（3）／[第 24回 2010−2011年

度]総会[＆懇親会]開催される[2010.10.31]（4−5）／津田晃岐〈ポーランドだより２〉「変わりゆくポーランドの

クリスマス休暇」（6−8）／依田明倫「ショパン生誕二百年記念俳句俳画展に参加するワルシャワ・ウッジ・オス

ロ訪問の旅～2010 年 10 月 13−20 日」（9）／氏間多伊子「ポーランド共和国国歌のお話」（10−11）／[事務

局より]今年度の活動予定：ポーランド現代映画セレクション 2004−2009、ピアノコンサート、ポーランド文学作
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第 69 号（2011.4.1）〈第 55回例会ご案内〉氏間多伊子「ポーランド現代映画セレクション 2004−2009」、佐光

伸一「“民族の傷”捉え直す新世代の映画作家たち─『裏面』に見るワイダ的伝統への敬意と挑発」、中村京

子「最高！お茶の間試写会─実行委に参加して」、トマシュ・スタシンスキィ「金貨の『裏面』にひそむ秘密」、佐

光伸一「薄氷の上の危うい幸福～クシシュトフ・クラウゼの世界観～『救世主広場』」、佐光伸一「ポーランド版
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予定：ポーランド現代映画セレクション 2004−2009、ピアノコンサート、ポーランド文学作品朗読会＆懇親会、
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皆様」（1）／「木漏れ日の家で」[ポーランド映画作品─岩波ホール上映中 6/10 まで]／〈第 56 回例会〉ヤキ

モヴィチ=ブウァシュチク領事来札記念映画上映会「ショパンのワルシャワ」、「フレデリック 2010」[案内]（2）／

〈第 57 回例会〉ポーランド文学作品朗読会＆懇親会「午後のポエジア」[案内]／〈第 58 回例会〉第３回ポ文

協修学旅行～池田町ワイン祭り[案内]（3）／〈第 55 回例会報告〉ポーランド現代映画セレクション 2004−
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2009[2011.4.16−17]、佐光伸一「“大成功”の達成感 振り返れば素敵な日々～激動の４ヵ月と３日間」、栗

原朋友子「ポーランドの心が広がる映画会を実感」、霜田千代麿「親愛なるバルデック・チェホフスキへ」、柏
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画上映会、ポーランド文学作品朗読会＆懇親会「午後のポエジア」、ポ文協の修学旅行～池田町ワイン祭り

／感謝のこころ～被災地義援金に７万円[ポーランド現代映画セレクション 2004−2009]／ラファウ・ジェプカ
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5）／ラファウ・ジェプカ「[駐日]ポーランド共和国大使館＆在北海道ポーランド人会主催 PRZYJĘCIE Z OKAZJI 

PIĘĆSETNEGO POLONIJNEGO OBIADU ŚRODOWEGO[ポーランド人]『水曜昼食会』500回記念パーティ報告」

[2011.6.5]（6−7）／富山信夫「ポーランド留学生と私の 20年」（8）／尾形芳秀「日本（北海道）とポーランドの

つながり─身近にあった友好親善の絆」、「ふたりのピウスツキ」（9−11）／「私はヨアンナ・クンツェヴィチと申

します。」（12）／陽石[津田モニカ]・霜田千代麿〈ポーランド＆ニッポン歳時記〉（13）／氏間多伊子「ポーラン

ド人女性監督映画『木漏れ日の家で』をみてきました！」、参加者ひとこと（中村京子、佐光伸一、山本弘子、

佐藤晃一、氏間多伊子）（14）／[事務局より][第 25 回]総会にお越しください、今後の活動予定：ポ文協の修

学旅行～池田町ワイン祭り、[第 25 回]総会＆懇親会、ポーランド映画祭、〈創立 25 周年記念〉ピアノコンサ
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