
4 　審議事項

第 1 号議案　　　　　2016 年度活動報告

( 1 ) 事務局報告
　ア　会員数（2016 .3.31 現在 )　　　　　　運営会員　　18 名　　　（前年度 17 名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛助会員　　25 名　　　（　〃 　25 名 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体会員　　12 団体　　(　〃　11 団体）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　計　　55 名・団体 (　〃　53 名・団体 )

　イ　2015 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　　佐々木信一、神田綾子、伊藤悟（兼事務局長）、河田準子 ( 兼事務局次長）、

　　　監　査　　永田たか子、玉置義弘（新任、辞任）、森下真裕美

　ウ　総会・理事会

　　総　会　　2016（平成 28）年 5 月 21 日 ( 土 ) ピアソン記念館内

　　理事会

　　・第 1 回 6/7　報告事項①管理業務報告、②ヴォーリズネットワーク総会出席報告について、

　　　　　　　　　　　　　　③顧問ハード氏市長表敬訪問について、④文化サロン de ピアソンチケット

　　　　　　　　　　　　　　について、⑤北見市への事業報告について、⑥助成金の申請について、

　　　　　　　　　　　　　　⑦その他（ピアソン便り、※アメニティ 2000 よりの報告書）

　　　　　　　　　　議案事項❶新年度の事業について、❷ハーブ研究部会の事業、及び企画について、

　　　　　　　　　　　　　　❸文化サロン de ピアソン第 11 回について、❹文化サロン de ピアソン第　

　　　　　　　　　　　　　　10 回役割について、❺グリーンコンサートについて（役割分担）、❻その他

　　　　　　　　　　　　　　（便りの第 69 号の発行）※北海道遺産協議会通常総会及び懇親会（H28.6.28）

　　・第 2 回　7/5　報告事項①管理業務報告、②ヴォーリズネットワーク総会出席報告について、③グ　

　　　　　　　　　　　　　　リーンコンサート終了報告、④文化サロン de ピアソン終了報告、⑤北海道

　　　　　　　　　　　　　　への事業報告、⑥助成金の不交付通知受領について、⑦その他、

　　　　　　　　　　議案事項❶新年度の事業について、❷第ハーブ研究部会の事業、及び新グッズ、❸文

　　　　　　　　　　　　　　化サロン de ピアソン第 11 回、❹ホームページのリニューアルについて、　

　　　　　　　　　　　　　　❺団体会員獲得の妙案について、❻その他（便りの第 70 号の発行）、

　　・第３回　8/2　 報告事項①管理業務報告、②北海道遺産協議会副会長神姿子氏来館報告、③第 11 回

　　　　　　　　　　　　　　文化サロン de ピアソン準備報告、④その他（ピアソン便り、ホームページ）、

　　　　　　　　　　議案事項❶ホームページのリニューアルについて（内容案）、❷ハーブ研究部会の事業、    

　　　　　　　　　　　　　　及び新グッズ、❸リードオルガンコンサートについて、❹団体会員獲得特別

　　　　　　　　　　　　　　号の発行について、その他（便りの第 70 号の発行・その他）

　　・第４回　9/6　 報告事項①管理業務報告、②第 11 回文化サロン de ピアソン結果報告、③第 12 回文

　　　　　　　　　　　　　　化サロン de ピアソン準備報告、④その他（ピアソン便り、ホームページ )

　　　　　　　　　　議案事項❶ハーブ研究部会第 13 回文化サロン事業、❷リードオルガンコンサート、

　　　　　　　　　　　　　　❸団体会員獲得特別号）の発行、❹その他（便りの第 71 号の発行）、　
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　　・第 5 回　10/6　報告事項①管理業務報告、②第 12 回文化サロン de ピアソンの報告、③エリザベス  

                                      　　　市へのメッセージの報告、④団体会員獲得特別号（第 71 号 2P）の発行、　

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

　　　　　　　　　　  議案事項❶ホームページのリニューアルについて（検討）、❷ハーブ研究部会のクリ

　　　　　　　　　　　　　　　スマスリース講習事業、❸リードオルガンコンサート（当日の準備）、

　　　　　　　　　　　　　　❹第 13 回文化サロン de ピアソンの実施、❺その他（便りの第 72 号の発行）、

　　・第 6 回　11/1　報告事項①管理業務報告、②第 10 回リードオルガンコンサートの報告、③第 13 回

　　　　　　　　　　　　　　文化サロン de ピアソンの報告、小講演「お菓子と、薄荷の街きたみ」、④ピ

　　　　　　　　　　　　　　アソン便り（第 71 号）の発行、⑤その他（ミチノクナシ、ホームページ、）、

　　　　　　　　　　 議案事項❶ホームページのリニューアル、❷ハーブ研究部会のクリスマスリース講習

　　　　　　　　　　　　　　事業について、❸台所復元調査研究について、❹第 14 回文化サロン de ピ

　　　　　　　　　　　　　　アソンの実施、❺その他（便りの第 72 号の発行・その他）、

　　・第７回　12/6　報告事項①管理業務報告、②「北海道生活」取材記事の報告、③第 14 回文化サロン

　　　　　　　　　　　　　　　de ピアソンの報告、講習会「クリスマスリースを作ってみましょう！」、

　　　　　　　　　　　　　　④佐々木理事の自宅療養について、⑤その他（落ち葉回収、ホームページ）

　　　　　　　　　　議案事項❶ホームページのリニューアルについて、❷クリスマスカード＆新年の挨

　　　　　　　　　　　　　　拶の年賀状発送、❸嶋田一歩氏よりのメールについて、❹ピアソン会新年会、

　　　　　　　　　　　　　　❺北海道新聞北見支社新年交礼会（１月５日）、❻その他（便りの第 72 号

　　　　　　　　　　　　　　の発行・その他）

　　・第 8 回　1/10　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佐々木理事の快復のお返しについて、⑤ピアソン会新年会に

　　　　　　　　　　　　　　　ついて報告、⑥その他（その他、ピアソン便り）、

　　　　　　　　　　議案事項❶ホームページのリニューアル、❷第 15 回文化サロン de ピアソンの実施、

　　　　　　　　　　　　　　❸姉妹都市高知市よりの団体の来館、❹新年度の事業計画、役員改選、等の

　　　　　　　　　　　　　　今後の計画。❺その他（便りの第 73 号の発行・その他）

　　・第 9 回　2/7　報告事項①管理業務報告、②高知訪問団の来館報告、③小説「ハッカの薫る丘で」の

　　　　　　　　　　　　　　寄贈報告、④第 15 回文化サロン de ピアソンの申込状況報告、⑤文化センター

　　　　　　　　　　　　　　との協議について（コーヒー販売）、⑥その他（ピアソン便り、ホームページ）、

　　　　　　　　　　議案事項❶ 2016 年度総会の開催日及び懇親会について、❷写真集発行について（書

　　　　　　　　　　　　　　名の名称等）、❸３月の理事会について（案／３月１日火曜日）、❹その他（便

　　　　　　　　　　　　　　りの臨時号の発行・その他）、

　　・第 10 回　3/14 報告事項①管理業務報告、②第 15 回文化サロン de ピアソンの終了報告、③ピアソ

　　　　　　　　　　　　　　ン邸想像復元地図の販売について、④北見市観光ボランティア吉本さん入会、

　　　　　　　　　　　　　　⑤その他（その他、ピアソン便り）、

　　　　　　　　　　議案事項❶ホームページのリニューアル（作品試写）、❷新年度事業の企画検討の打

　　　　　　　　　　　　　　ち合せに、※ハーブ研究会打合せ、※台所復元事業について（具体策）、

　　　　　　　　　　　　　　❸ヴォーリズ建築文化全国ネットワーク全国大会、❹予算の執行状況、

　　　　　　　　　　　　　　❺その他（便りの第 73 号の発行・その他）

　　・第 11 回　4/11 報告事項①管理業務報告、②第 73 号ピアソン便りの発行報告、③ 2016 年度決算見

                                                   込みの報告、④ホームページリニューアルの報告、⑤その他（ピアソン便

　　　　　　　　　　　　　　り、ホームページ、その他）
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　　　　　　　　　　議案事項❶パソコンのリニューアルについて、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ヴォーリズ建築文化全国ネットワーク全国

　　　　　　　　　　　　　　　大会欠席、❹事業・予算・役員の計画、❺総会・次回理事会・監査実施、

　　　　　　　　　　　　　　　❻その他（便りの第 74 号の発行・その他）

　　・第 12 回 5/9　報告事項①管理業務報告、② 2016 年度決算の報告、③パソコンリニューアル報告、

　　　　　　　　　　　　　　④ピアソン記念館特別清掃の報告、⑤その他（ピアソン便り、ホームページ）、

　　　　　　　　　　議案事項❶グリーンコンサートについて、❷新年度事業について（ハーブ研究部会）、

　　　　　　　　　　　　　　❸ヴォーリズネットワーク総会欠席通知、❹事業・予算・役員の議案決定、

　　　　　　　　　　　　　　❺監査実施について、❻その他（便りの第 74 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 301 日入館者数 5,563 名 ( 前年度開館日数 302 日前年度 5,410 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　新リーフレットとして「ヴォーリズ記念室」を編集し発行する。A5 版 4 ページで 7500 部作製。

　　　⑷　ピアソン記念館のホームページを作製し公開する。今年度まで、ピアソン会のホームページとし

　　　　　て公開していたホームページを、ピアソン記念館をメインとしピアソン会を指定管理者として、

　　　　　自主事業等の実施者として公開するようにした。

　　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、2016 年度は長野県軽井沢町にて開催され、福井副理事長の参加。

　　　(2)　会の活動を周知するため、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（前年４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) 　ピアソン会のホームページによってピアソン記念館の諸行事について発信し広く情報提供を　

　　　　行ったが、従来のホームページの作成者の長期病気療養があったため、数カ月にわたって更新作業

　　　　が行うことができなくなったため、事務局で更新ができるようなホームページにリニューアルした。

　　　　(http://www.npo-pierson.org)

　　　(4) 　北海道遺産協議会の構成組織として関係諸団体との交流に努めた。また、2016 年６月 28 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　2016 年５月に北見観光協会に加入し、北見の観光事業にも積極的に協力できる体制を作る。

　　ウ　コンサート事業
　　　(1)　第 18 回グリーンコンサート (7 ／２ 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（３回目）、ブルースハープ演奏

　　　　　　　　　　大野孝伸氏。４団体１名で実施。270 名の参加。

　　　⑵　リードオルガンコンサート

　　　　　2016 年 10 月 15 日㈯　午後５時 00 分〜開催。オルガン演奏／藤田貴光氏。61 名の参加。
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　　エ　展示の充実事業
　　　(1)　略註舊新訳全書の修理

　　　　　　展示用で実際に手にとって見てもらえるピアソン聖書の修繕作業を実施する。

　　　⑵　寄贈ピアソン聖書の展示

　　　　　　寄贈を受けたピアソン聖書を、寄贈者の名前を明示し展示する。

　　オ　「文化サロン de ピアソン」
　　　(1)　第 10 回文化サロン de ピアソン、コンサート「アコースティックギター＆ウクレレ演奏」、　　

　　　　　2016 年６月 11 日午後５時〜６時、演奏／遠藤正人氏。77 名の参加。

　　　⑵　第 11 回文化サロン de ピアソン、小講演「新しい木炭のつくり方と使い方」、

　　　　　2016 年９月３日（土）、午後５時〜６時。講師：北見工業大学名誉教授鈴木勉氏。26 名参加。

　　　⑶　第 12 回文化サロン de ピアソン、カネボウピューマンスペシャル「母ちゃんの黄色いトラック」、

　　　　　2016 年９月 17 日（土）、午後４時 45 分時〜７時、解説／中山一夫理事で開催。36 名参加。

　　　⑷　第 13 回文化サロン de ピアソン、小講演「お菓子とハッカの街北見 !!」

　　　　　2016 年 10 月 29 日（土）午後５ 時〜午後６時。講師／渡邊主税氏（清月会長）。29 名参加。

　　　⑸　第 14 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 !!」、〜「リースづ

　　　　　くり講習会」と作品展示〜。講習：2016 年 11 月 27 日（日）午前 10 時〜午後３時。講師／増

　　　　　井五夜子氏・小林清美氏。32 名参加。

　　　⑹　第 15 回文化サロン de ピアソン、　講習会「ハーブティーのブレンドの仕方＆ハッカや柚子の香

　　　　　りの入浴剤作り !!」：2017 年２ 月 26 日（日）午前 10 時〜午後３時。講師／増井五夜子氏・　

　　　　小林清美氏。23 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。

　　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。

　　　　　68 号 (2016. ４.30 発行 )、69 号 (2016. ６.25 発行 ) 、70 号（2016.8.25 発行）、71 号（2016.11.1  

　　　　発行）、72 号（2017. １.10 発行）、73 号（2017.3.31）、年６回発行となる。

　　　　


