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第 56 回北海道社会学会大会について
6 月 22 日（日）に旭川医科大学において開催され
ます。今回は 1 日開催を試行することになりました。
開催校の負担を軽減するため、なるべくコンパクト
な大会運営を心がけますので、ご協力をお願いいた
します。大会プログラムは次ページの通りです。
開催日：2008 年 6 月 22 日（日）
会場：旭川医科大学 看護学科棟・講義棟 2 階
〒078-8510 旭川市緑が丘東 2 条 1 丁目 1-1
受付：看護学科棟 1 階正面です。
「医大病院」バス停
で下車後、正面の病院の建物には入らず外側を回
って裏手の看護学科棟へ進んでください。
参加費：一般 3,000 円、学生 1,500 円、一般市民は無料。
懇親会費：一般 4,000 円、学生 2,000 円（会場は旭川駅周
辺を予定していますが、詳細は当日お知らせします）
。
連絡先：松岡悦子会員（旭川医科大学）
（電話 0166-68-2717、Fax 0166-68-2781）

ださい。
◇会場に 10 時ころまでに到着するには（土曜・休日
ダイヤ）
：
札幌発 7:21 特急
「オホーツク 1 号」
→旭川着 8:58、
5 番のりばから 71 番バス 9:20 発→医大病院 9:53 着。
高速バスでは札幌駅前バスターミナル 7:00 発→旭川
ターミナル着 9:05、以下同じ。
このあとは札幌発 8:00 特急
「スーパーカムイ 5 号」
→旭川着 9:20、12 番のりばから 81 番バス 9:36 発→
医大病院 10:04 着。
◇懇親会終了後の旭川発札幌行き特急は、19:00、
20:00 から最終 22:00 まで 30 分ごとです。高速バス
は 19:00～最終 21:30 まで 30 分ごとです。
託児室：ご利用の希望がありましたら、なるべくは
やく開催校（松岡悦子会員）または小内純子会員ま
でご連絡ください。

交通案内
◇札幌から旭川へ：JR 函館本線の特急「スーパーカ
ムイ」が 30 分ごと、標準所要時間は 1 時間 20 分。S
きっぷで 4,940 円（往復特急自由席利用）
。高速バス
は札幌駅前バスターミナルから旭川ターミナル（旭
川駅から徒歩 3 分）まで約 2 時間、20～30 分ごと。
片道 2,000 円、往復 3,750 円。予約不要。

会員異動（2008 年 4 月～5 月）
＜新入会員＞（氏名・所属・会員種別、敬称略）
（省略）

◇旭川駅から旭川医大へ：旭川駅 5 番のりば（駅を
背にして道路反対側右手角、緑橋通り）から旭川電
気軌道バスの 71 番医大病院行きで約 30 分（30 分間
隔）
、または 12 番のりば（駅を背に道路を渡って買
物公園をすすみ左側の EXC ビル角、1 条 7 丁目）か
ら旭川電気軌道バスの 80 番（60 分間隔）または 81
番（60 分間隔）医大病院行きで約 30 分、いずれも
「医大病院」で下車、270 円。タクシーでは約 15 分、
1,600 円程度、
「医大の看護学科棟正面」と伝えてく

会費の納入について
2008 年度の会費を納入していただくために、会員
全員に郵便振替用紙［郵便振替口座 02760-3-3085］
を同封しています。2007 年度以前の会費が未納の会
員は、あわせて早急に振り込みをお願いします。年
会費は一般会員 6,000 円、
学生会員 4,000 円です。
2007
年度会費を納入されていない方には、機関誌第 20
巻（07 年 6 月発行）をお渡ししていません。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。
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第56回北海道社会学会大会プログラム
会場：旭川医科大学 看護学科棟・講義棟 2 階
【2008 年 6 月 22 日（日）
】
参加受付開始
9:30
開会の辞
10:00-10:10 （第 7 講義室） 北海道社会学会会長 笹谷 春美
PARTⅠ
10:10-12:10 （看護学科棟 C 教室）
越境的な政治領域の編成過程―ビルマ系難民の事例から
中学生・高校生の性行動・性意識と現代の若者論
病院ボランティア研究の知識社会学的考察
高齢者虐待の取組みの現状と今後の課題について

司会
人見
猪瀬
竹中
川畑

PARTⅡ
10:10-12:10 （看護学科棟 D 教室）
権力と差異の生成
―博物館における「アイヌ」のイメージつくり
On Development of NGOs and Social Movements in Post-socialist Mongolia
ネパール・パルバテ女性の結婚と「近代」
―配偶者選択をめぐる交渉と抵抗
社会開発と宗教文化―東北タイの開発僧を事例として

司会 飯田俊郎（札幌国際大学）

加藤喜久子（北海道情報大学）
泰弘（北海道大学）
優理（北海道大学）
健 （北海道大学）
智子（北海道大学）

Ang Ruoh Theng Roslynn（北海道大学）
Dalibuyan Byambajav（北海道大学）
幅崎 麻紀子（北海道大学）
櫻井 義秀（北海道大学）

昼食
12:10-13:40 （看護学科棟 B 教室）
理事会
12:10-13:00 （看護学科棟 4 階大会議室）
研究活動委員会
13:00-13:40 （看護学科棟 D 教室）
編集委員会
13:00-13:40 （看護学科棟 C 教室）
シンポジウム打ち合わせ 13:00-13:40 （第 7 講義室）
シンポジウム
13:40-15:40 （第 7 講義室）
医療は過剰であろうか－健康・医療と現代社会
司会
発表 ＜医療の過剰＞によってもたらされた＜医療の不足＞
－社会学的視点からの分析
発表 補完・代替される医療の現在
－CAM による通常医療の相対化について
コメント
総会
閉会の辞
懇親会

松岡 悦子（旭川医科大学）
佐藤 純一（高知大学）
林美 枝子（札幌国際大学）
井上 芳保（札幌学院大学）

15:40-16:10 （第 7 講義室）
16:10（第 7 講義室） 北海道社会学会副会長 小内 透
17:00-19:00 （会場は後日確定）

◇一般研究報告は、一人あたり報告 20 分・質疑応答 10 分です。
◇昼食の弁当やお茶などは各自、
ご持参ください。
理事会や各種委員会を含めて、
開催校では準備いたしません。
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