
4 　審議事項

第 1 号議案　　　　　2017 年度活動報告

( 1 ) 事務局報告
　ア　会員数（2018 .3.31 現在 )　　　　　　運営会員　　18 名　　　（前年度 18 名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛助会員　　27 名　　　（　〃 　25 名 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体会員　　12 団体　　(　〃　12 団体）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　計　　57 名・団体 (　〃　55 名・団体 )

　イ　2017 年度役員

　　　顧　問　　水津仁郎、池田晶信、グラハム・ハード

　　　理事長　　吉田邦子

　　　副理事長　福井洋之

　　　理　事　　伊藤悟（兼事務局長）、河田準子 ( 兼事務局次長）、中山一夫、玉置義弘、神田綾子、佐々木信一、

　　　監　査　　森下真裕美、小林清美、

　ウ　総会・理事会の実施状況

　　総　会　　2017（平成 29）年 5 月 27 日 ( 土 ) ピアソン記念館内

　　理事会

　　・第 1 回 6/6　報告事項①管理業務報告、②第 74 号ピアソン便りの発行、③ 2017 年度予算と事業

　　　　　　　　　　　　　　　予定の報告、④ハード氏の歓迎会について、⑤その他（ピアソン便り、ホー

　　　　　　　　　　　　　　　ムページ、その他）、

　　　　　　　　　　議案事項❶グリーンコンサート開催要項について、❷新年度事業の企画検討について

　　　　　　　　　　　　　　　（※ハーブ研究会打合せ結果）、❸北見市教育委員会（北見市）へ要望書提

　　　　　　　　　　　　　　　出について、❹北海道遺産助成金申請について、❺北海道遺産総会 ( ６月

　　　　　　　　　　　　　　　12 日）出席について、❻その他（ピアソン便り第 75 号発行・その他）

　　・第 2 回　7/4　 報告事項①管理業務報告、②第 19 回グリーンコンサートの開催報告、反省点など、礼状。

　　　　　　　　　　　　　　確認事項。③ 6 月 12 日の北海道遺産総会報告、④ハード氏の歓迎会について、

　　　　　　　　　　　　　　⑤その他（ピアソン便り、ホームページ更新、その他）、

　　　　　　　　　　議案事項❶展示映像の更新について、❷新年度事業の企画検討について、❸北見市教

　　　　　　　　　　　　　　育委員会（北見市）へ要望書提出について、❹文化サロン事業について、

　　　　　　　　　　　　　　❺　リードオルガンコンサートについて、❻その他（ピアソン便りの発行）、

　　・第３回　8/1　 報告事項①管理業務報告、②再度、第 19 回グリーンコンサートの開催報告、③第 75

　　　　　　　　　　　　　　号ピアソン便り発行について。④ヴォーリズ建築文化全国ネットワーク in　

　　　　　　　　　　　　　　熊本報告について、⑤その他（ピアソン便り、ホームページ更新、その他）、

　　　　　　　　　　議案事項❶大型バス駐車に関する打ち合わせについて、❷「北見市・エリザベス市　

　　　　　　　　　　　　　　姉妹都市提携 50 周年記念事業」委員会への参加について。❸北見市教育委

　　　　　　　　　　　　　　員会（北見市）へ要望書提出について、❹文化サロン事業について、❺リー

　　　　　　　　　　　　　　ドオルガンコンサートについて、❻ホームページの一部増ページについて、

　　　　　　　　　　　　　　❼その他（ピアソン便り第 76 号の発行・その他）、

　　・第４回　9/12　報告事項①管理業務報告※ホームタンクの移設について②「北見市・エリザベス
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　　　　　　　　　　　　　　　姉妹都市提携 50 周年記念事業」検討委員会参加報告について。

　　　　　　　　　　　　　　③第 16 回文化サロン de 北見『映画会』の報告。④故小池牧師遺品「新ピ

　　　　　　　　　　　　　　　アソン資料」の報告について。⑤その他（ピアソン便り、ホームページ更新）

　　　　　　　　　　議案事項❶リードオルガンコンサートについて、❷「北見市・エリザベス市姉妹都市

　　　　　　　　　　　　　　　提携 50 周年記念事業」委員会の今後について。❸北見市教育委員会（北

　　　　　　　　　　　　　　　見市）へ要望書提出について、❹新ピアソン資料の電子化作業について（一

　　　　　　　　　　　　　　　部レプリカ作業）、❺ホームページの一部増ページについて、❻その他（ピ

　　　　　　　　　　　　　　　アソン便り第 76 号の発行・その他）、

　　・第 5 回　10/3　報告事項①管理業務報告（ホームタンクの移設検査）、②ハーブ研究部会打ち合わせ

　　　　　　　　　　　　　　　報告。③火災警報の発報について、④故小池牧師遺品「新ピアソン資料」

　　　　　　　　　　　　　　　のデータ作成報告。⑤その他（第 76 号ピアソン便り、ホームページ更新、

　　　　　　　　　　　　　　　その他）。

　　　　　　　　　　  議案事項　❶未公開新ピアソン資料の企画展の実施について（10 月 17 日（火）　

　　　　　　　　　　　　　　〜 11 月 19 日（日）まで）。❷第 17 回文化サロン de ピアソン「クリス　

　　　　　　　　　　　　　　マスリースを作ってみよう！」11 月 26 日実施。❸ピアソン学園北見幼稚　

　　　　　　　　　　　　　　園とクリスマスツリー打合 10 月 13 日。❹ピアソン便り第 77 号の発行他。

　　・第 6 回　11/7　報告事項①管理業務報告（公園内の防犯街路灯の電源復旧工事について）、②ハーブ     

　　　　　　　　　　　　　　　研究部会、北見幼稚園との打ち合わせ報告。③火災警報の検査結果につい

　　　　　　　　　　　　　　　て、④「新ピアソン資料」のデータ作成報告及び企画展について。⑤その

　　　　　　　　　　　　　　　他（北星学園、ホームページ更新、無電柱化など）。

　　　　　　　　　　 議案事項❶クリスマスツリー飾り付け（12.05 〜 1.14）について。❷第 17 回文化サ

　　　　　　　　　　　　　　　ロン de ピアソン「クリスマスリースを作ってみよう！」11 月 26 日実施。

　　　　　　　　　　　　　　❸金井法子氏より故鷲見憲治遺作絵画の寄贈について。❹忘年会あるいは新

　　　　　　　　　　　　　　年会について。❺その他（ピアソン便り第 77 号の発行、その他）

　　・第７回　12/5　報告事項①管理業務報告（枯葉の堆肥化の作業について）。②ハーブ研究部会、クリ    

　　　　　　　　　　　　　　スマスリース講習会報告。③新ピアソン資料企画展の結果について。④「新

　　　　　　　　　　　　　　ピアソン資料」のデータ作成報告及び企画展について。⑤その他（ピアソン

　　　　　　　　　　　　　　便り第 77 号の発行、新年会など、）

　　　　　　　　　　議案事項❶新年会について。❷北海道新聞新年交礼会について。❸北見工大生『中山

　　　　　　　　　　　　　　雄矢』氏の提案について。❹関係団体へのクリスマスカード、年賀状の送付。

　　　　　　　　　　　　　　❺その他（ピアソン便り第 78 号の発行・新年理事会、その他）。

　　・第 8 回　1/09　報告事項①管理業務報告、②年賀状の挨拶受信の報告、③北海道新聞社新年交礼会   

　　　　　　　　　　　　　　出席報告、④西宮市村山さんよりのみかんと 3000 円の寄付、⑤ピアソン会

　　　　　　　　　　　　　　新年会について、⑥その他（ピアソン便り、ホームページ、その他）、

　　　　　　　　　　議案事項❶ホームページの検索ロボット巡回設定について、❷ TED の件について（工

　　　　　　　　　　　　　　大生中山雄矢氏）、❸クリスマスツリー撤去と北見幼稚園への写真提供、❹

　　　　　　　　　　　　　　新年度の事業計画、役員改選、等の今後の計画。❺その他（ピアソン便り第

　　　　　　　　　　　　　　78 号の発行・その他）、

　　・第 9 回　2/06　報告事項①管理業務報告、②姉妹都市エリザベス市関係の唯野則幸さんからのメー

　　　　　　　　　　　　　　ルについて、③北原俊之さんの翻訳作業の報告、④嶋田一歩氏よりの句集の

　　　　　　　　　　　　　　寄贈について、⑤ホームページの検索　ロボット巡回設定について、⑥クリ
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　　　　　　　　　　　　　　スマスツリー撤去と北見幼稚園への写真提供、⑦その他（ピアソン便り、ホー

　　　　　　　　　　　　　　ムページ、その他）、

　　　　　　　　　　議案事項❶新年度理事の補充検討について、❷新年度の事業計画等、今後の計画。

　　　　　　　　　　　　　　❸ TED の件について（工大生中山雄矢氏）、❹その他（ピアソン便り第 79

　　　　　　　　　　　　　　号の発行・その他）、　

　　・第 10 回　3/06 報告事項①管理業務報告、②唯野則幸さんとの歓談について、③北原俊之さんの翻

　　　　　　　　　　　　　　　訳作業等の報告、⑤決算見込みについての事前報告、⑥理事会の議事記録

　　　　　　　　　　　　　　　（ノート）と事務局事務について、

　　　　　　　　　　　　　　　※「父佐竹宗五郎とその時代」※排雪作業の実施について。⑦その他（ピ

　　　　　　　　　　　　　　　アソン便り、ホームページ、その他）、

　　　　　　　　　　議案事項❶新年度事業計画案・予算案について、❷その他（便りの第 79 号の発行・

　　　　　　　　　　　　　　　その他）、

　　・第 11 回　4/03 報告事項①管理業務報告（年度末の諸工事についての報告）、②小林茂男会員の訃報（肺

　　　　　　　　　　　　　　　炎、日赤病院にて、87 歳）。③北原さんの翻訳作業等の報告④北見市職員

　　　　　　　　　　　　　　　の異動（ピアソン記念館担当職員）について、⑤理事会の議事記録（ノート）

　　　　　　　　　　　　　　　と事務局事務について、⑥その他（ピアソン便り、ホームページ更新）、

　　　　　　　　　　議案事項❶新年度事業計画案・予算案について（総会及び懇親会について、ハード顧

　　　　　　　　　　　　　　　問の来北について）。❷ピアソン会設立 20 周年について❸姉妹都市提携　

　　　　　　　　　　　　　　　50 周年記念実行委員会設立について。❹ヴォーリズ全国ネットワーク会

　　　　　　　　　　　　　　　議について。❺その他（ピアソン便り第 80 号の発行・その他）

　　・第 12 回 5/8　報告事項①管理業務報告② 2017 年度の決算報告について、③前回理事会の議事記録

　　　　　　　　　　　　　　　（ノート）報告について、④玉置理事のピアソン資料の発見報告、⑤ハー

　　　　　　　　　　　　　　　ブ部会（４月 11 日）の報告、⑥故小林茂男会員の弔電。⑦その他（グリー

　　　　　　　　　　　　　　　ンコンサートの依頼文について、その他）、

　　　　　　　　　　議案事項❶新年度事業計画案・予算案について（※監査の日程・総会の運営・懇親会

　　　　　　　　　　　　　　　について）、❷ピアソン会設立 20 周年について、❸姉妹都市提携 50 周年

　　　　　　　　　　　　　　　記念実行委員会について、❹ヴォーリズ全国ネットワーク会議総会につい

　　　　　　　　　　　　　　　て、❺その他（ピアソン便り第 80 号の発行・その他）、

(2 ) 事業報告

　　ア　ピアソン記念館管理受託業務 ( 指定管理者業務 )
　　　(1)　開館日数 304 日、入館者数 5,888 名 ( 前年度開館日数 301 日、前年度 5,563 名 )

　　　(2) 　ピアソン記念館の展示資料の充実・前庭・花壇の整備

　　　　　一般市民からの寄贈等、またピアソン会ハーブ研究部会の協力によって、ピアソン記念館の展示

　　　　　資料 ( 各種リース）の充実及び記念館前庭・花壇の整備等を実施。

　　　⑶　リーフレットの一部情報を更新編集し発行する。7500 部作製。

　　　⑷　ピアソン記念館のホームページを更新し公開する。年 14 回の更新をする。

　　イ　ふれあい事業
　　　(1)　全国のヴォーリズ建築関係の各種団体と情報交換を目的とした、「ヴォーリズ建築文化全国ネッ

　　　　トワーク」に設立時より参画、2017 年度は九州熊本市にて開催されたが経費の関係で不参加。
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　　　(2)　ピアソン会の活動周知を図るため、会報「ピアソン便り」を発行し、さらに自主事業（文化サ

　　　　　ロン de ピアソン）の充実により、発行回数を６回とし、会員をはじめ全道・全国の関係諸団体・

　　　　　個人等へ配付した。

　　　(3)  　北海道遺産協議会の構成会員として関係諸団体との交流に努めた。また、2017 年６月 12 日

　　　　　開催の「北海道遺産総会」に出席し、北海道遺産施設としての意見を述べる。

　　　⑸　北見観光協会に 2016 年に加入し、2017 年の５月の総会に出席する。懇親会にも参加。

　　ウ　コンサート事業
　　　(1)　第 19 回グリーンコンサート (7 ／１実施）

　　　　　参加団体 : 北見市立中央小学校ブラスバンド部、北見吹奏楽団、北見市立北中学校吹奏楽部、

　　　　　　　　　　北見工業大学＆日本赤十字北海道看護大学吹奏楽部、チームエンジェルのバトントワ

　　　　　　　　　　リングの５団体。359 名の参加。後半は雨により中止する。

　　　⑵　リードオルガンコンサート

　　　　　2017 年は、ピアソン関連未公開「新資料企画展」特別企画展開催のため中止。

　　エ　展示の充実事業
　　　(1)　クリスマスツリーの展示

　　　　　　学校法人ピアソン学園北見幼稚園園児の手作りオーナメント（ピアソンハーブ部会の指導によ

　　　　　る）で、ピアソン邸時代のクリスマスツリーを復元し、展示する。

　　　⑵　寄贈写真の展示

　　　　　　2017 年 9 月２日、写真サークル北映から、姉妹都市エリザベス市訪問団歓迎演奏会（2014

　　　　　年 7 月）記念撮影写真パネル（79㎝× 52.5㎝）の寄贈を受け、２階展示室に展示する。

　　　⑶　ピアソン関連未公開「新資料企画展」特別企画展の開催（10 月 17 日から 11 月 19 日まで）。

　　オ　「文化サロン de ピアソン」
　　　(1)　第 16 回文化サロン de ピアソン、映画「シムソンズ」、　　

　　　　　2017 年９月２日午後５時〜７時、解説／中山一夫理事。26 名の参加。

　　　　　地元カーリング女子代表の「ロコソラーレ」が、平昌オリンピックの代表になれるよう、応援　

　　　　のエールを送るために企画した映画会。

　　　⑵　第 17 回文化サロン de ピアソン、講習会「クリスマスリースを作ってみよう」

　　　　　2017 年 11 月 26 日（日）、午前 10 時〜午後４時。講師／増井五夜子氏・小林清美氏。35 名参加。

　　カ　その他の事業
　　　⑴ 　ピアソン記念館絵葉書等の販売。ピアソンブックレットの販売。

　　　⑵　押し花グッズの販売。香り袋、キャンドル、木の実などの販売。

　　　⑶　クリスマスカードの販売。

　　キ　広報関係

　　　(1)　会報「ピアソン便り」を発行し会員、その他関係組織への配布を実施した。

　　　　　74 号 (2017. ５.31 発行 )、75 号 (2017. ７.31 発行 ) 、76 号（2017.9.30 発行）、77 号（201712.10  

　　　　発行）、78 号（2018. ２.05 発行）、79 号（2018.3.31 発行）、年６回発行。

　　　　


