北海道ポーランド文化協会

2020 年度

懇親会プログラム

2019 年 10 月 12 日（土曜日）17 時 30 分～／豊平館 2 階広間

17:15

開場（それまで廊下等でお待ちください）

17:30

集合写真撮影

17:40

懇親会

総合司会

小笠原 正明／はじめの挨拶・乾杯 安藤 厚 会長

-----------------------------------ご歓談-----------------------------------

18:20

アトラクション

第一部

司会・進行

ラファウ・ジュプカ、熊谷 敬子

☆平和への祈り
○ルドミル・ルジツキ (1884 - 1953) 「アヴェ・マリア」
Ludomir Różycki “Ave Maria” from “Italia” Op. 50
ピアノ 坂田 朋優
https://www.youtube.com/watch?v=7LTCEBD0VSg&feature=youtu.be
○スタニスワフ・マギエルスキ (1904 - 1957) 「今日は帰れない」
Stanisław Magierski “Dziś do ciebie przyjść nie mogę”
ピアノとボーカル

安藤 むつみ

○フレデリック・ショパン (1810 - 1849) 「夜想曲第 21 番ハ短調（遺作）」
Frédéric Chopin: Nocturne No. 21 in C minor, Op. posth. アルトサックス 松山 敏
☆ポーランドのみなさん
○漫才：ポーランドのユーモア（日本語）

ラファウ・ジェプカ & レナータ・シャレック

○演奏 1. Lemon 2.パプリカ 3.パイレーツオブカリビアン
アルトサックス リリアナ・コワルスカ & フレンチホルン 佐藤 優羽
○みんなで歌う “Iść w stronę słońca” （太陽に向かって歩こう）
“Dwa Plus Jeden” (2 たす 1)
-----------------------------------ご歓談-----------------------------------

19:20

☆ダンスへの招待

19:40

☆みんなで歌おう
ミハウ・マズルほかみなさん、伴奏 安藤 むつみ
「あの素晴らしい愛をもう一度」
「STO LAT, STO LAT」（ポーランドの乾杯歌）

20:00

おわりの挨拶／霜田 千代麿 副会長
---------アトラクション

札幌フォークダンスクラブとみなさん

第二部

へのご招待---------

北海道ポーランド文化協会 http://hokkaido-poland.com/

2019*総会・懇親会参加者一覧
会員 18+3 人

Michiko Tanaka

田中 美智子
*Atsushi Ando

松浦 陽子

Yoko Matsuura

*Mutsumi Ando

橋本 ダナ

Dan Hashimoto

稲川 和幸

*Kazuyuki Inagawa

山下 明美

Akemi Yamashita

井上 紘一

*Koichi Inoue

安藤 厚
安藤 むつみ

札幌フォークダンスクラブ 7 人

小笠原 昭子

Akiko Ogasawara

冨田 幸子

Sachiko Tomita

小笠原 正明

*Masaaki Ogasawara

冨樫 悦子

Etsuko Togashi

熊谷 敬子

*Keiko Kumagai

松橋 真弓

Mayumi Matsuhashi

小林 暁子

*Akiko Kobayashi

隨念 由美子

坂田 朋優

Tomomasa Sakata

秋元 聖子

Seiko Akimoto

*Yasuko Sasaki

遠藤 泰子

Yasuko Endo

Seiichi Sato

小川 真生

Maki Ogawa

佐々木 保子
佐藤 清一
霜田 千代麿

*Chiyomaro Shimoda

園部 真幸

*Masaki Sonobe

土橋 芳美

*Yoshimi Dobashi

松山 莞太

*Kanta Matsuyama

Yumiko Zuinen

北海道 aibo の会 9 人
高橋 美希子

Mikiko Takahashi
Mutsuko Takahashi

高橋 睦子
石丸 千佳子

Chikako Ishimaru

松山 敏

*Satoshi Matsuyama

石丸 達男

Tatsuo Ishimaru

村田 譲

*Murata Joe

長峯 美和

Miwa Nagamine

長峯 章

Akira Nagamine

長峯 綾香

Ayaka Nagamine

山本 伸一

Shinichi Yamamoto

一般 7 人
佐藤 優羽

Yuu Satou

野坂 枝美

Emi Nosaka

佐藤 慶宣

Yoshinori Sato

井上 和美

Kazumi Inoue

Shigeru Tanaka

田中 茂

ポーランド人+家族 17 人
ブガンスキ・イレネウッシュ
シヴィエチュコフスカ・パトリツィア
数井 バルバラ
数井 手雄
数井 朗
コワルスカ・エバ（会員）
コワルスカ・リリアナ

Ireneusz Buganski
Patrycja Świeczkowska
Barbara Kazui
Teo Kazui
Akira Kazui
Ewa Kowalska
Liliana Kowalska

マズル・ミハウ

Michał Mazur

オレーヤージュ・シルヴィア

Sylwia Olejarz

佐藤 圭史
佐藤 レミリア
佐藤 エステラ
ポヒワ・アグニェシュカ（会員）

Keiji Sato
Remiria Sato
Estera Sato
*Agnieszka Pochyła

ジェプカ・ラファウ（会員）

*Rafał Rzepka

ジェプカ・エディタ

Edyta Rzepka

ジェプカ・ミコワイ

Mikołaj Rzepka

シャレック・レナタ

Renata Szarek

(photo album) http://hokkaido-poland.com/photoalbum_AnnualMeeting2019.html

