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北海道社会学会役員選挙の結果について
（有効投票数：43）（◎が当選）
■会長・副会長
◎会長＝笹谷春美

10 票
10 票

◎副会長＝小内透
次点＝櫻井義秀

5票

■理事（7 名）
◎平沢和司

19 票

◎櫻井義秀

18 票

◎樽本英樹

10 票

◎小内純子

10 票

◎内田司

9票

◎大國充彦

7票

◎加藤喜久子
次点

7票

中田知生

6票

■監事（2 名）
◎原俊彦

5票

◎松田光一
次点

4票

布施晶子

（笹谷春美

3票

4 票）

なお、会長・副会長については最高得票が同数なので、規定に従い、年長者が会長になっていま
す。また監事に 4 票得票した笹谷春美会員は、会長に当選しましたので、規定により、そちらが優
先されます。
以上、ご報告申し上げます。
選挙管理委員会（委員長：中田知生、委員：品川ひろみ、小内透）
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2007 年 5 月 1 日

第55回大会プログラム
2007 年 6 月 16 日（土）17 日（日）
〒 001-0022

開催校：北海道武蔵女子短期大学

札幌市北区北 22 条西 13 丁目

TEL：011-726-3141（代表）

FAX：011-726-3144（代表）

（梶井宛）

【6 月 16 日(土）】
新旧合同理事会

12:00 〜 13:30

（439 教室）

参加受付開始

13:00 〜

（1 階学生ホール前）（参加費

開会の辞

13:30 〜 13:35

北海道社会学会会長

開催校挨拶

13:35 〜 13:40

北海道武蔵女子短期大学学長

PART Ⅰ【13:40 〜 15:40・438 教室】

司会

会員 3,000 円、非会員 1,000 円）

金子 勇（438 教室）
小林 好宏（438 教室）

櫻井 義秀（北海道大学）

母親が語る子どもの「不登校」と家族の変容
病院ボランティア組織の自律性にかんする一考察

菊地 千夏

北海道大学

竹中 健

北海道大学

片桐 資津子

鹿児島大学

黒沼 精一

佛教大学

──活動内容の決定プロセスに着目して──
脱 アサイラ ム化する介護労働と介護自治 文化に関す
る研究
新保守主義と福祉ミックス
総会

15:40 〜 16:30（438 教室）

懇親会

17:00 〜 19:00（ホテル「サンプラザ」・北 24 西 5）
（会費

一般 4,000 円、学生 2,500 円）

※大学より懇親会会場まで無料送迎バスが利用できます。
休憩室
託児室

１階学生ホール
１階 学 生ホ ー ル内 。乳 幼 児用 の ベッ ド 等が 必要 な 方は ２ 週間 前 ま で に ご 連 絡 く だ
さい。

【6 月 17 日(日）】
参加受付開始

9:30 〜

（1 階学生ホール前）

PART Ⅱ【10:00 〜 12:30・438 教室】

司会

平沢 和司（北海道大学）

新 規参 入者 の参 入過 程と 生 活意識 ──北 海道夕 張郡

大野 剛志

北海道大学

吉野 航一

北海道大学

長沼町の新規参入者を事例として──
外 来宗 教の 土着 化と 信者 た ちの宗 教実 践──沖 縄本
島都市部を事例に──
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外 国人集住 地域における日本人住民と外 国人住民の

飯田 俊郎

札幌国際大学

濱田 国佑

北海道大学

新藤 慶

新見公立短期大学

交流──地域間比較を通して──
外 国人 集住 地域 にお ける 日 本人住 民の 意識── 地域
間比較を通して──
市町村合併をめぐる住民投票運動と運動従事者の生
活──群馬県富士見村の事例を通して──
昼食

12:30 〜 13:30

編集委員会

12:30 〜 13:30（439 教室）

研究活動委員会

12:30 〜 13:30（333 教室）

シンポジウム打ち合せ

12:30 〜 13:30（431 教室）

シンポジウム

13:30 〜 16:30（441 教室）

司会

原 俊彦（札幌市立大学）

組織者

井上 芳保（札幌学院大学）

親密圏と暴力──ドメスティック・バイオレンスと男の性的欲望をめぐる問題群を糸口にして
「ドメスティック・バイオレンスの現場について：シェルター運営の体験から」
近藤 恵子（「ＮＰＯ法人 女のスペース・おん」代表理事）
「擬似的親密圏にみる男性の欲望と暴力：参与観察によるホステスの研究から」
川畑 智子（北海道大学医学研究科客員研究員）
「共生のためのあずましい親密圏を探る：新しい性欲処理文化の検討を通して」
井上 芳保（札幌学院大学）
コメント

木戸 功（札幌学院大学）、高橋 徹（札幌学院大学）

閉会の辞

北海道社会学会副会長

笹谷 春美（北海道教育大学）

休憩室

１階学生ホール

託児室

１階 学 生ホ ー ル内 。乳 幼 児用 の ベッ ド 等が 必要 な 方は ２ 週間 前 ま で に ご 連 絡 く だ
さい。

●一般研究報告は、一人あたり報告 20 分・質疑応答 10 分です。
●昼食について
弁当は 16、17 日とも予約を受け付けております。大会出欠ハガキでお申し込み下さい。
（大会期間中の託児サービスについて）
３歳未満のお子さんの託児サービスは、保育業者「 かざぐるま」
（札幌市）に委託します。
費用は 利用者負担でお願いします。３歳以上のお子さ んの託児サービスは、武蔵女子短期大
学の学 生に無料でお願いしています。また、託児時間 にご注意下さい。初日の昼食時と懇親
会、二日目の昼食時には託児サービスはご利用になれません。
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【会場校への交通アクセス】
地下鉄南北線「北 24 条駅」下車

徒歩 15 分。

地下鉄南北線「北 24 条駅」バスターミナル 1 番より『西 51』のバスに乗り、「南新川」
で下車すると短大校門前です。
『西 51』土日の時刻表は、北 24 条駅発 8:05、8:35、9:05、9:40、
10:10、10:40、11:10、11:40、12:10、12:40、13:10、13:40 です。
地下鉄南北線「北 24 条駅」バスターミナル 1 番より『北 72』『軒 32』のバスを利用した
場合は、「北 24 条西 13」で下車、マクドナルド店を左折し、徒歩 2 分です。
構内駐車場の利用も可能です。
会員異動（2007 年 5 月現在）
《新入会員》
吉野航一
所属
陳兆鵬
所属

（北海道大学大学院文学研究科）

〒 060‑0810

札幌市北区北１０条西７丁目

（北海道大学大学院教育学院）
〒 060‑0811

札幌市北区北１１条西７丁目

TEL

011‑706‑2111(内 3115)

《自然退会》
宮下由香、日比野由利、辻村大生、小沢真秀、野宮大志郎、杉本大輔、J. Sean Curtin、彭育娟
《退会》
伊藤守

会費の納入について
今年度会費および／または未納分会費について、同封の郵便振替用紙［郵便振替口座０２７６
０−３−３０８５］にて振り込み手続きをお願いします。年会費は一般会員６，０００円、学生・
院生会員４，０００円です。滞納されている方には、機関誌のお届けができなくなります。５年
間滞納されると、自然退会の扱いとさせていただきます。

（『北海道社会学会ニュース』
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