
2019 年度活動報告
( 1 ) 事務局報告
　ア　会員数（2020 .3.31 現在 )　　　　　　運営会員　　18 名　　　（前年度 19 名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛助会員　　32 名　　　（　〃 　25 名 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体会員　　11 団体　　(　〃　12 団体）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　計　　61 名・団体 (　〃　53 名・団体 )
　イ　2019 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、
　　　監　査　　森下真裕美、小林清美、
　ウ　総会・理事会の実施状況
　　　　総　会　　2019（令和元）年 5 月 25 日 ( 土 ) ピアソン記念館内
　　　　理事会
　　・第 1 回 6/3　報告事項　①管理業務報告、②前回理事会の議事記録報告、③勤務の交換について、
　　　　　　　　　　　④表彰について（６月 10 日）、⑤協力事業「コンサートの夕べ」実施報告、⑥総会・
　　　　　　　　　　　懇親会・ハード氏の歓迎夕食会報告、⑦「お盆帰省コンサート」実施計画（8.17 土）
　　　　　　　　　　　⑧９月の「文化サロン de ピアソン」の日程について、⑨その他、
　　　　　　　　　　議案事項　❶第 21 回グリーンコンサート（歓迎）の実施について。❷ほっかいどう
　　　　　　　　　　　WAON への助成金申請について、❸北海道遺産協議会の総会（６月 17 日月曜日）
　　　　　　　　　　　❹派遣について（エリザベス市訪問）、５名の確認（長南、増井、小林、河田、小川）
　　　　　　　　　　　❺その他（便りの第 87 号７月末の発行・その他）、
　　・第 2 回　7/2　 報告事項　①管理業務報告、②前回理事会の議事記録報告、③勤務の交代、④ヴォー
　　　　　　　　　　　リズ全国大会報告、⑤北海道遺産協議会総会報告、　⑥北見市との各種事務打ち合
　　　　　　　　　　　わせ、⑦産廃の処理について、⑧ほっかいどう WAON への助成金申請、⑨その他（第
　　　　　　　　　　　87 号ピアソン便り、その他）、
　　　　　　　　　　議案事項❶第 21 回グリーンコンサート（歓迎）の実施について、❷通訳との打ち合
　　　　　　　　　　　わせについて、❸文化サロン de ピアソン 8 月コンサートについて、❹派遣につい
　　　　　　　　　　　て（エリザベス市訪問）1 名の確認（長南）、❺文化サロン de ピアソン映画「塩狩峠」、
　　・第３回　8/6　 報告事項①管理業務報告、②前回理事会の議事記録報告、③ほっかいどう WAON の
　　　　　　　　　　　助成金について、④第 21 回グリーンコンサート結果報告、⑤２階でのおもてなし
　　　　　　　　　　　について（記録に残るように）、⑥歓迎パーティーについて、⑦ハガティー大使と
　　　　　　　　　　　家族の来館について、⑧各種お土産について、⑨その他（①第 87 号ピアソン便り、
　　　　　　　　　　　②その他）。
　　　　　　　　　議案事項❶ 10 月の訪問団について、❷文化サロン de ピアソン 9 月行事について、❸
　　　　　　　　　　　文化サロン de ピアソン映画「塩狩峠」、❹その他（便りの第 87 号・その他）、
　　・第４回　9/2　報告事項　①管理業務報告、②前回理事会議事記録報告、③第 87 号ピアソン便りの
　　　　　　　　　　　発行、④第 23 回文化サロン de ピアソンの結果報告、⑤ホームページの更新につ
　　　　　　　　　　　いて、⑥公式訪問団派遣の決定について、⑦各種お土産とハガティー大使手紙の展
　　　　　　　　　　　示について、⑧神田理事ご尊父の葬儀について、⑨その他（①その他　②理事の役
　　　　　　　　　　　割分担）。
　　　　　　　　　　議案事項　❶ 10 月の訪問団について、❷公式訪問団派遣のお土産について、❸文化
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　　　　　　　　　　　サロン de ピアソン映画「塩狩峠」、❹クラシックギターコンサートについて、❺北
　　　　　　　　　　　海道遺産 NHK の取材について、❻その他（便りの第 88 号９月末発行・その他）、
　・第 5 回　10/1　　報告事項　①管理業務報告、②前回理事会の議事記録報告、③第 88 号ピアソン便り
　　　　　　　　　　　の発行について、④第 24 回文化サロン de ピアソンの結果報告、⑤第 25 回文化サ
　　　　　　　　　　　ロン de ピアソンの結果報告、⑥ホームページの更新について、⑦エリザベス市へ
　　　　　　　　　　　のお土産について、⑧先人カードについて、⑨その他（その他、理事の役割分担）。
　　　　　　　　　　議案事項　❶ 10 月の訪問団について、❷文化サロン de ピアソン第 26 回について、
　　　　　　　　　　　❸北見幼稚園での講習会（11 月 8 日）及びツリーの設置について、❹北海道遺産
　　　　　　　　　　　NHK の取材（ある場合は副理事長対応）について、❺その他（便りの第 89 号 11

　　　　　　　　　　　月末の発行・その他）。

　・第 6 回　11/5　　報告事項①管理業務報告、②前回理事会の議事記録（ノート）報告について、③第
　　　　　　　　　　　88 号ピアソン便りの発行について、④第 26 回文化サロン de ピアソンの応募状況、
　　　　　　　　　　　⑤ホームページの更新について、⑥エリザベス市へのお土産について（図書館へ）、
　　　　　　　　　　　⑦先人カードについて、⑧その他（①河田事務局次長の病気療養　②理事の役割分
　　　　　　　　　　　担）。
　　　　　　　　　　議案事項　❶文化サロン de ピアソン第 26 回について、❷北見幼稚園での講習会（11
　　　　　　　　　　　月 8 日）について、❸ハード顧問の歓迎夕食会について、❹その他（便りの第 89
　　　　　　　　　　　号 11 月末の発行・その他）。
　・第７回　12/2　　報告事項　①管理業務報告、②前回理事会の議事記録（ノート）報告について、③
　　　　　　　　　　　第 89 号ピアソン便りの発行について、④第 26 回文化サロン de ピアソンの報告、
　　　　　　　　　　　⑤先人カードについて、⑥北海道北見納税事務所自動車税のキャンペーン協力、
　　　　　　　　　　　⑦北海道遺産交流会議の開催、⑧その他（①河田事務局次長の退院）。
　　　　　　　　　　議案事項　❶北海道新聞新年交礼会について、❷北見幼稚園ツリーの設置（12 月 3 日）
　　　　　　　　　　　について、❸ピアソン会の新年会について、❹その他（仕事打ち合わせに来た来館
　　　　　　　　　　　者、その他）。
　・第 8 回　1/07　　報告事項　①管理業務報告、②前回理事会の議事記録（ノート）報告について、③ホー
　　　　　　　　　　　ムページの更新について、④北海道新聞新年交礼会についての報告、⑤先人カード
　　　　　　　　　　　の状況について、⑥北見幼稚園ツリーの設置（12 月 3 日）について、⑦北海道北
　　　　　　　　　　　見納税事務所自動車税のキャンペーン登録、⑧その他（第 89 号ピアソン便り、そ
　　　　　　　　　　　の他）。
　　　　　　　　　　議案事項　❶日中合作ドラマ「あの年　雪の降った日」について、❷「ピアソン記念
　　　　　　　　　　　館復元整備事業」の資料について、❸北見市・エリザベス市姉妹都市提携 50 周年
　　　　　　　　　　　記念事業、❹その他（第 90 号ピアソン便り、その他）。
　・第 9 回　2/03　　報告事項　①管理業務報告、②前回理事会の議事記録報告、③大型バスの駐車につ
　　　　　　　　　　　いて、④新年懇親会の報告、⑤除雪車の出動状況について、⑥クリスマスツリーツ
　　　　　　　　　　　リー撤去について、⑦消防設備の更新について、⑧その他（第 90 号ピアソン便り、
　　　　　　　　　　　バリアフリー、表彰）。
　　　　　　　　　　議案事項　❶第 7 回実行委員会のについて、❷ NPO 法人事務処理について（法務局・
　　　　　　　　　　　北海道事務関係）、❸管理業務・会計処理の目視化作業について、❹その他（第 91
　　　　　　　　　　　号ピアソン便り、その他）。
　・第 10 回　3/03　　予定された理事会は、北海道の新型コロナ対策のため中止。
　・第 10 回  3/30 　報告事項　①管理業務報告（臨時休館の報告）、②前回理事会の議事記録報告、③長
　　（４月７日予定）　　南議員の議会質問について、④消防設備の更新について、⑤決算見込み報告、⑥第
　　　　　　　　　　　27 回文化サロンの実施の有無について、⑦４月１日以降の開館について（資料）、
　　　　　　　　　　　⑧北海道への申請及び法務局の登記変更事務について、⑨管理業務・会計処理の目
　　　　　　　　　　　視化作業について、⑩その他（第 91 号ピアソン便り、その他）。
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　　　　　　　　　　議案事項　❶総会について（５月 23 日土曜日　午後４時半より、エリザベス市訪問
　　　　　　　　　　　報告会・長南幸子会員）❷文化サロン映画会「大地の詩、留岡幸助物語」について、
　　　　　　　　　　　❸新年度の予算及び事業について、❹その他（第 92 号ピアソン便り、その他）。
　・第 11 回　4/27　報告事項　①管理業務報告（臨時休館の報告）、②前回理事会の議事記録報告、
　　　　　　　　　　　③ 2019 年度の正式入館者数、④ 2019 年度決算について、⑤北海道への申請及び
　　　　　　　　　　　法務局の登記変更事務終了報告、⑥第 27 回文化サロンの中止報告について、
　　　　　　　　　　　⑦グリーンコンサート中止報告、⑧ピアソン会総会の開始案内について、⑨監査の
　　　　　　　　　　　実施（5 月 19 日 10 時より）について、⑩その他（カラスの巣の撤去について）。
　　　　　　　　　　議案事項　❶総会について（◎議案書の早期作成について、◎委任状の扱いについて、
　　　　　　　　　　　賛助会員についての案内、５月 23 日土曜日午後４時半より（会場設定）、◎予算案
　　　　　　　　　　　と事業について、◎エリザベス市訪問報告会・長南幸子会員、）、❷その他（第 92
　　　　　　　　　　　号ピアソン便り、その他）、❸会費の案内と事務について、❹ 2019 年度の事業報
　　　　　　　　　　　告書の作成について。

(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 282（臨時休館 21）日、入館者数 7,107 名 ( 前年度開館日数 303 日、前年度 6,584 名 )、
　　　　　　新型コロナ換算対策のため３月５から 19 日（第１次臨時休館）、3 月 18 日に第２次臨時休館
　　　　　として 3 月 31 日まで臨時休館延長。
　　　(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再編集発行
　　　　　　記念館リーフレット 2,000 部、ヴォーリズ記念室リーフレット 3,000 部作製。
　　　⑷　ピアソン記念館＆ピアソン会ホームページ更新
　　　　　　年 15 回の更新（新型コロナ感染予防対策時には臨時休館を即時ホームページ上で告知）をする。

　　イ　出版事業
　　　⑴　姉妹都市のエリザベス市図書館へ、ピアソン夫妻の英語版資料を電子書籍化して贈呈。

　　ウ　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、2019 年度は東京国際基督教大学にて開催（6 月 15 日）され、１
　　　　名を派遣。
　　　(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。
　　　(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、2019 年６月 17 日　
　　　　開催の「北海道遺産交流会議」に 2 名出席し、北海道遺産施設としての事業発表をする。
　　　⑸　北見観光協会に 2016 年に加入する。
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　　エ　コンサート事業
　　　⑴　「野外コンサートの夕べ」、6 月 1 日土曜日、ミントマジシャンズクラブへの協力事業として実施。
　　　　　『谷藤紅山の尺八とシャクルート』の演奏とマジックの組み合わせで実施される。
　　　⑵　第 21 回グリーンコンサートを歓迎コンサートととして実施 (7 月 7 日日曜日実施）
　　　　　　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、北見交響吹奏楽団の５団体。　　　　　　
　　　　　　北見市・エリザベス市姉妹都市提携 50 周年記念行事の一つとして実施され、エリザベス市訪
　　　　問団 15 名と北見市民 335 名の参加により実施された。
　　　⑶　アコーディオンコンサート
　　　　　8 月 17 日土曜日、文化サロン行事の一部として実施（詳細は文化サロン行事の項にて）する。
　　　⑷　クラシックギターコンサート（詳細は文化サロン行事の項にて）
　　オ　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。本年で４回目。
　　　⑵　助成金による事業（北海道遺産伊藤園「お茶で北海道を美しく」）
　　　　　　●「北見市・エリザベス市姉妹都市提携 50 周年記念コンサート」の助成。
　　　　　　●「アコーディオンコンサート」の助成。
　　　　　　●「クラシックギターコンサート」の助成。
　　　⑶　仁頃産和種ハッカの展示（仁頃香りの会）。
　　カ　「文化サロン de ピアソン」
　　　(1)　第 22 回文化サロン de ピアソン　講習会「ハッカ石けん作り」、　　
　　　　　2019 年４月 14 日（日）午前 10 時〜午後３時、講師／増井五夜子、小林清美。18 名の参加。
　　　⑵　第 23 回文化サロン de ピアソン、夏の夕べ「クラシックアコーディオンの世界」
　　　　　2019 年８月 17 日（土）、午後５時〜午後６時。奏者／松原智美。60 名参加。
　　　⑶　第 24 回文化サロン de ピアソン、映画会「塩狩峠」、
　　　　　2019 年９月７日（土）、午後５時〜午後７時。原作／三浦綾子　　21 名参加。
　　　⑷　第 25 回文化サロン de ピアソン講習会「クラシックギターの夕べ」、　　
　　　　　2019 年９月 28 日（土）、午後５時〜午後６時。奏者／山田日出男　　46 名参加。
　　　⑸　第 26 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」、
　　　　　2019 年 11 月 24 日（日）午前 10 時〜午後３時、講師／増井五夜子、小林清美。20 名の参加。
　　キ　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、マグネットなどの販売。
　　　⑶　クリスマスカードの販売。
　　　⑷　ハッカスプレー（仁頃香りの会生産）の販売。
　　ク　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。
　　　　86 号 (2019.05.31 発行 )、87 号 (2019.08.05 発行 ) 、88 号（2019.10.07 発行）、89 号（2019.12.12  
　　　　発行）、90 号（2020.01.31 発行）、91 号（2020.3.31 発行）、年６回の発行。
　　　⑵　報道・雑誌等の取材協力、① NHK テレビ「北海道遺産」への協力。2020 年 3 月 29 日放送。　
　　　


