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第 80号 2013. 9. 30 

北海道ポーランド文化協会会誌 

 

 

日時 2013年11 月 8 日（金） 18：0０～ 総会 ／ 19：００～ 懇親会（参加費 3,000円） 

 
 

 

 

会場 北大クラーク会館 3F国際文化交流活動室（札幌市北区北 8西 7） 

お問い合わせ 事務局・佐光まで（℡011-790-8610） 

※ 同封ハガキに参加人数を記入し、ご投函ください。 

※ 懇親会では、お子様を含めご家族、ご友人の参加を 

歓迎します。お誘い合わせのうえお越しください。 

※ 会場内では「年会費の納入」もできます。 

 
 

 

 

 

 

 

（写真上段）＜第 25回＞定期総会＆懇親会風景（2011.10.21） 

（下段）＜第 26 回＞定期総会＆「創立 25 周年記念祝賀会」コザチェフスキ駐日大使（右から 8 人目）（2012.11.3）

写真提供＝尾形芳秀さん 
 

クラーク会館 

北大正門 

JR札幌駅 
北口 



 

3 

佐光事務局長・司会の尾形運営委員        安藤会長              懇親会風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号議案 2013 年度事業報告 

1．第 26 回総会・懇親会 2012年 11 月 3日（土）

11 時 30 分から、ニューオータニイン札幌「北星

の間」にて、参加者 53 名。 

2．例会 

1）第 63 回例会レクチャー・コンサート「21 世紀

のショパン像～『新書簡集』出版を祝って」講

演：三浦洋、ピアノ演奏：坂田朋優、安田文子、

高橋健一郎の各氏。2012 年 11 月 17 日（土）14

時から、北大情報教育館 3階スタジオ型多目的

中講義室にて、参加者約 80 名。 

2）第 64回例会「ジャズライブ de ポランスキー」出

演者：Sza/Za〔シャ/ザ:パヴェウ・シャムブルスキ

とパトルィク・ザクロツキ〕。同 12 月 4 日（火）19

時から、札幌プラザ2・5にて、参加者約100名。 

3）第 65 回例会「ポーランド映画セレクションⅢ」

2013 年 6 月 8/9 日（土／日）9 時 30 分から、札

幌プラザ 2・5にて、参加者のべ約 400名。 

4）第 66回例会「午後のポエジア」同 6月29日（土）

14時から、北大クラーク会館 3階国際文化交流活

動室にて、参加者約 50名。 

5）第 67 回例会「マリア＝マグダレナ・カチョル オ

ルガンリサイタル with 松井亜樹～オルガンとソプ

ラノでつづるスラブ音楽」同8月16日（土）14時～、

北大クラーク会館講堂にて、参加者約 400名。 

3．会報「ＰＯＬＥ」5回発行：第 76号（2012年 10月

1 日）、第 77 号（同 12 月 1 日）、第 78 号（2013

年 5月 10日）、第 79号（同 8月 1日）、第 80号

（同 9月 30日） 

 

 

4．後援事業 

1）「コルチャック先生講演と学びの夕べ&パネル

展」2012年 11月 20日（火）13時 30分から、講

師：タイス先生・塚本智宏先生、映画「コルチャ

ック先生」上映、札幌エルプラ 3Ｆホールにて 

2）松井亜樹ソプラノ・リサイタル(平成 24 年度次代

の文化を創造する新進芸術家育成事業「新進

芸術家育成プロジェクト  リサイタル・シリー

ズ」)2013 年 3 月 15 日、札幌コンサートホール

Kitaka小ホールにて 

5．2013 年度決算報告〈資料Ⅰ〉ご参照 

6．2013 年度監査報告  

平成 25年 10月 28日札幌エルプラザ内におい

て、会計の監査にあたり、関係書類及び通帳を

照合した結果、適正に処理されていることを確

認致しました。 

監査委員 小林 暁子、斎田 道子 

第２号議案 2014 年度事業計画 

1．第 27 回総会・懇親会 2013 年 11 月 8 日（金）

18時から、北大クラーク会館 3階国際文化交流

活動室にて 

2．例会・その他 

1）第 68 回例会「午後のポエジア」2014 年 6 月 14

日（土）14時から、会場は検討中 

2）「講演会」等は随時 

3）記念セミナー「ポーランドのアイヌ研究者ピウス

ツキの仕事――白老における記念碑建立に寄

せて――」2013年 10月 20日（土）9時から、北

大学術交流会館講堂にて 

2013年11月8 日（金）午後 6 時から第 27回総会・懇親会が開かれました。以下、ご報告します。 
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第 27回総会・懇親会 2013年 11月 8日 北大クラーク会館 3階国際文化交流活動室にて 

 

3．会報「ＰＯＬＥ」 3 回発行（2、5、9 月予定） 

4．後援事業 

1）ヴィトルト・ルトスワフスキ生誕 100周年記念講

演＆演奏会「ポーランド楽派を聴く～ショパン

とルトスワフスキ～」2013年 10月 15日（火）19

時から、札幌大谷学園百周年記念館同窓会

ホールにて。講師：ズビグニェフ・スコヴロン

教授、三浦洋氏との対談。演奏者：川染雅嗣、

菊地秀夫、坂田朋優、高橋健一郎、谷本聡

子、松井亜樹の各氏〈五十音順〉 

5．2014 年度予算書〈資料Ⅱ〉ご参照 

第３号議案 2014 年度役員について 

以下のとおり。下線は新任。 

▸会    長 安藤 厚 

▸副 会 長 小笠原正明 霜田千代麿  

▸運営委員 安藤むつみ 氏間多伊子 

薄井豊美 大久保律子 尾形芳秀 

栗原朋友子 越野 剛 小林美保 

佐々木保子 高橋健一郎 富山信夫 

塚本智宏 中島 洋 藤野知明 

三浦 洋 アグニェシュカ・ポヒワ 

ラファウ・ジェプカ 

▸事務局長  佐光伸一 

▸監査委員 小林暁子 斎田道子  

▸副事務局長 栗原朋友子 

▸事務局委員 ラファウ・ジェプカ 

▸会計担当 氏間多伊子 

▸ポーレ編集委員 氏間多伊子 栗原朋友子 

 佐光伸一 ラファウ・ジェプカ 

▸東京事務所 霜田英麿 

 

第４号議案 会則改正について 

会則改正：下線部を追加・修正する。 

第 4 条 会の目的に賛同し、会則を承認する者は、

だれでも会員となることができる。入会は、運営

委員会がこれを承認する。会員は、個人会員

および団体会員からなるものとする。 

第 5 条 個人会員は、普通会費を納めるものとす

る。ただし、学生には会費を軽減することができ

る。また、本会の活動を維持するための寄付と

して、維持会費を納めることができるものとする。

団体会員は、団体会費を納めるものとする。会

費の額は別に定める。 

（1987 年 10 月 2 日発効、〈略〉、 

2013 年 11 月 8 日改訂） 

会費についての細則（新規） 

1. 会則 5 条にもとづき、会費の額は以下のとおり

とする。 

（個人会員） 

（1） 普通会費  年額 3,000 円 

（2） 学生会費  年額 1,500 円 

（3） 維持会費  普通会費に加えて年額 1 口

1,000 円以上（任意の寄付） 

（団体会員） 

（4） 団体会費  年額 1 口 10,000 円以上 

2. 会費は、会計年度のはじめ（毎年 10 月）に納

入するのを原則とする。 

3. 年度途中に入会する場合には、初年度会費

を、2-5月入会は 2,000円、6-9月は 1,000円

に軽減することができる。 

（2013 年 11 月 8 日制定） 

以上 
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