
日本家政学会被服衛生学部会 平成 25年度第 1回総会議事録 
 
日時：平成 25年 5月 18日（土）12：20～13：20 
場所：昭和女子大学 大学１号館 F会場（3S08教室） 
出席者数：23名 
 
1．開会の辞 
庶務担当（深沢 敬称略）の司会により，開会された．  

2．部会長挨拶 
諸岡部会長による挨拶とともに，以下の件が報告された． 
・ 本年度の被服衛生学部会セミナーは，被服材料学部会との合同・並列開催であること． 
・ 被服衛生学を広く知ってもらい，被服衛生学研究をアピールする機会を設けるために平

成 25年度文科省科学研究費補助金 基盤研究（A）へ申請した結果，採択されたこと． 
3．議長選出 
例年にならい，部会長を議長に推薦し，拍手をもって承認された．部会長が議長となり，議事

に入った． 
 
【議題】 
4．平成 24年度報告事項 

1） 平成 25・26年度役員  
部会長より，平成 24年度被服衛生学部会臨時総会で承認された役員構成（資料 1）が報告さ

れた． 
2） 平成 24年度事業報告 
企画担当（丸田）より，平成 24年度事業が報告された． 

① 総会：平成 24年 5月 12日（土）於大阪市立大学 
② 臨時総会：平成 24年 9月 13日（木）於シルクセンター国際貿易観光会館 
③ 役員会（2回）：平成 24年 5月 11日（金）於大阪市立大学 

       平成 24年 9月 13日（木）於シルクセンター国際貿易観光会館 
④ 第 31回被服衛生学セミナー：平成 24年 9月 13日（木）～14日（金）於シルクセ

ンター国際貿易観光会館 
・ 一般公開講座：平成 24 年 9 月 13 日（木）於シルクセンター国際貿易観光

会館（第 31 回被服衛生学セミナー第 1 日の 2講演（坂本氏，加藤氏）） 
・ 見学会：平成 24 年 9 月 14 日（金）於シルク博物館，横浜開港資料館（第 

31 回被服衛生学セミナー 第 2日） 
⑤ 平成 24年度日本家政学会被服衛生学部会科研費研究成果公開講座：平成 25年 3月

16日（土）於兵庫県民会館パルテホール 
⑥ 被服衛生学部会誌『被服衛生学』第 32号：平成 25年 1月 15日発行 

2）-1 編集 『被服衛生学』第 32 号の発行 
編集担当（嶋根）より，被服衛生学 32 号の発行について，資料 6のとおりに報告された． 

3） 平成 24年度決算報告 
前会計担当（内田）より，平成 24 年度決算について報告された（資料 2-4）．また，前監査

担当（岡田）より，全ての会計処理が適正であったことが報告された（資料 5）． 
4） 会費の納入状況 
会計担当（高野倉）より，平成 24年度までの複数年にわたる会費滞納者のいることと，現在，

部会員としての登録継続の意志などを確認中であることが報告された． 
5） 会員の動向 
庶務担当（深沢）より，平成 25年 4月 30日現在の会員動向について，総会員数：101名（内

訳 名誉会員：12 名、正会員：80 名（うち 1 名は国外）、学生会員：6 名、賛助会員：3 名）
であることが報告された． 
6） ホームページ  
ホームページ担当（佐藤真）より，以下の報告がなされた． 

① レンタルサーバーの契約更新 
② 被服衛生学部会誌『被服衛生学』第 32号の掲載 
③ 役員会および総会に関する案内情報の掲載 
④ 平成 24年度臨時総会議事録の掲載 
⑤ 平成 24年度科研費研究成果公開促進費による公開講座の案内の掲載 
⑥ 部会役員と部会員のメーリングリストの整備計画 

7） 第 31回被服衛生学部会セミナー報告  
セミナー実行委員長（斉藤）より，資料 7 に基づいて，セミナーが盛会裏に終了した旨報告



された. 
5．審議事項 

1） 平成 25年度事業計画 
企画担当（丸田）より，以下の平成 25年度事業計画が提案され，異議なく承認された． 
提案内容 
① 総会：平成 25年 5月 18日(土) 於昭和女子大学 大学 1号館 8S01 
② 臨時総会：平成 25年 8月 25日(日) 於アクトシティ浜松 52研修交流室 
③ 役員会（2回）：平成 25年 5月 17日(金) 於昭和女子大学 大学 1号館 3S08 

 平成 25年 8月 24日(土) 於アクトシティ浜松 404会議室 
④ 第 32 回被服衛生学セミナー：平成 25 年 8 月 24 日（土）～ 8 月 25 日（日）

於アクトシティ浜松 研修交流センター（被服材料学部会と合同・並列開催） 
・ 公開講演：平成 25 年 8 月 24 日（土）於アクトシティ浜松 研修交流セン

ター（セミナー初日の 2 招待講演（金井氏と吉田氏）） 
・ 見学会：平成 25 年 8 月 25 日（日）於楽器博物館（セミナー第 2日） 

⑤ 平成 26年度文科省科学研究費公開促進費への応募（申請は本年度） 
⑥ 被服衛生学部会誌『被服衛生学』第 33号：平成 26年 1月中旬頃発行予定 

1）-1 被服衛生学部会誌『被服衛生学』第 33号の準備状況 
編集担当（嶋根）より，第 33 号の発行スケジュールと構成（資料 6），および投稿規定と投

稿申請書（資料 8）について説明され，拍手をもって承認された． 
1）-2 第 32回被服衛生学セミナー 

平林セミナー実行委員長の代理（成瀬）により，セミナーは被服材料学部会との合同・並
列開催であることと，その詳細について，資料 9 に基づいて説明され，拍手をもって承認され
た．なお，セミナーに関する案内は，6月初旬に郵送される予定である． 
2） 平成 25年度予算案 
会計担当（高野倉）より，平成 25年度予算案が資料 10のとおりに提案された．なお，本部

からの繰入金収入は，予算の約半額となることが説明され，異議なく承認された． 
3） 部会内規の改定案 
庶務担当（深沢）より，口座管理者変更に伴う手続き上の問題から，部会内規の改定につい

て，次のとおりに提案された．異議なく承認されたことから，内規を資料 11のとおりとするこ
ととなった． 

現 改定案 
＜事務局＞ 
 事務局（庶務）を〒380-8544長野市西長野
６‐口 信州大学教育学部(三野たまき)、事
務局（会計）を高崎健康福祉大学（内田幸子）
におく。期間は平成 23 年４月１日より平成
25年３月 31日までとする。 

＜所在地＞ 
 この部会の所在地を部会長宅におく。 
 
 ＜事務局＞ 
 庶務責任者を〒612-8522 京都市伏見区
深草藤森町 1 番地 京都教育大学 深沢太
香子、会計責任者を〒654-8585 神戸市須磨
区東須磨青山 2-1 神戸女子大学 高野倉睦
子におく。期間は、平成 25 年 4 月 1 日よ
り平成 27 年 3 月 31 日までとする。 
 なお，会計責任者が口座の管理を行う。 

 
4） 第 33回被服衛生学セミナー 
部会長より，第 33回被服衛生学セミナー開催地について次のとおりに説明された．順番に従

うと九州地区の担当であるが，九州地区が本部大会と重なることを考慮し，臨時総会までに候
補地を調整する方向を提案し，異議なく承認された． 
5） その他 
小柴先生より，5月に逝去された（元）奈良女子大学の登倉先生を偲び，『被服衛生学』第 33

号に追悼文を掲載することが提案された．なお，掲載が承認された場合には，田村先生が執筆
を承諾済みであることも併せて提案され，拍手をもって承認された． 

6．平成 25年度報告事項 
1） 活動助成 
部会長より，活動助成に関して以下が報告された． 
① 日本家政学会平成 25年度活動助成費第Ⅰ期への申請：第 32回被服衛生学セミナー

を活動助成内容として申請したところ，採択された．なお，助成金額は，被服材料
学部会と併せて 97,959円である．  

② 同第Ⅱ期への申請：活動助成内容は，部会員より提案を募集する．それを受けて，



セミナーで再考することとする． 
③ 平成 25 年度科学研究費助成事業科学研究費補助金：科学研究費補助金 基盤研究

（A）が採択された．課題および研究期間，研究グループは次のとおりである．な
お，研究グループは 10名であるが，部会員の協力が依頼された．  
研究課題：シニアの健康・快適な衣生活を支援するための被服衛生学的研究 
研究期間：平成 25 年度‐平成 28 年度 
研究グループ：代表者 諸岡晴美（京都女子大学），斎藤秀子（山梨県立大学），三
野たまき（信州大学），薩本弥生（横浜国立大学），井上真理（神戸大学），高野倉
睦子（神戸女子大学），丸田直美（共立女子大学），中橋美幸（富山県工業技術セン
ター），谷明日香（四天王寺大学短期大学部），深沢太香子（京都教育大学） 

 
7．議長解任 
以上をもって予定の議事を終了し，議長は解任された． 

8．閉会の辞  
庶務担当（深沢）の司会により，総会は閉会された． 

 
（文責：久慈，深沢） 

 
【資料】 
資料 1：平成 25・26年度 被服衛生学部会役員 
資料 2：平成 24年度 収支計算書 
資料 3：平成 24年度 貸借対照表 
資料 4：平成 24年度 現金残高調書 
資料 5：平成 24年度 監査報告書 
資料 6：編集委員会資料 
資料 7：第 31回被服衛生学セミナー報告 
資料 8：被服衛生学部会誌 『被服衛生学』33号 投稿申請書 
資料 9：第 32回被服衛生学セミナー 案内案 
資料 10：平成 25年度収支予算書 
資料 11：（社）日本家政学会被服衛生学部会内規 
 



日本家政学会被服衛生学部会　平成25・26年度役員

地区 北海道・東北 関東 北陸・中部 関西 四国・中国・九州 計

国内会員構成（%） 5.0 43.0 11.0 26.0 15.0 100.0

役職者構成（%） 4.0 28.0 24.0 28.0 16.0 100.0

役職・人数（名） 1 7 6 7 4 25
部会長 諸岡晴美 1
副部会長 斎藤秀子 1
顧問 田村照子 平田耕造 栃原裕 3

企画 丸田直美 ○ 間瀬清美 潮田ひとみ 船津美智子，
佐藤希代子 5

編集 嶋根歌子 ○ 内田有紀 乾真理子，
與倉弘子 中井明美 5

会計 前田亜紀子 中橋美幸 高野倉睦子 ○ 3
庶務 久慈るみ子 三野たまき 深沢太香子 ○ 3

ホームページ
佐藤真理子 ○，
加藤三貴 2

監事 鎌田佳伸 成瀬正春 2
（敬称略，○：責任者）

深沢 太香子
資料　1



（被服衛生学部会）収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科　　目 注意点、変更点 予算 決算 備考

Ⅰ事業活動収支の部

　１.事業活動収入

基本財産運用益 本部のみ記入

受取入会金

受取会費 300,000 234,000

事業収入

会誌購読料　

大会等参加費 235,000 129,500

広告料

学会刊行物売上

著者負担金

受取補助金 国、市区町村、民間団体からの補助金、助成金

一般寄付金　

特別寄付金　

雑収入　 預金利息は全てこちらに計上して下さい。 7,310

本部からの繰入金収入 本部からの活動助成金はこちら 100,000 91,113

事業活動収入計 635,000 461,923

　2.事業活動支出

①事業費支出

東日本大震災関連費用 本部のみ記入

大会等関連費用 235,000 220,613

講演会等関連費用 100,000

学会誌等関連費用 100,000 131,798

研究発表要旨集関連費用

研究補助費

表彰費

関連学会費

給料手当 臨時雇賃金もこちら 20,000

広報費 20,000 20,000

福利厚生費 本部のみ記入

旅費交通費

通信運搬費 30,000 40,760

備品費

消耗品費 8,000 3,006

光熱水料費

雑費

総会費

事務委託費

租税公課 本部のみ記入

地代 本部のみ記入

会議費 50,000 45,000

支払負担金 2,000 840

印刷費

諸謝金

修繕費

減価償却費 本部のみ記入

リース料

事務所管理費

②管理費支出

給料手当

広報費

福利厚生費

旅費交通費

通信運搬費

備品費

消耗品費

光熱水料費

雑費

総会費

事務委託費

租税公課

地代

会議費

支払負担金

印刷費

諸謝金

修繕費

減価償却費

リース料

事務所管理費

事業活動支出計 565,000 462,017

事業活動収支差額 70,000 ▲ 94

Ⅱ投資活動収支の部

1.投資活動収入 基金（定期預金）を取り崩した際に計上

2.投資活動支出 ※基金（定期預金）を積み立てた際に計上

　投資活動収支差額 0 0

Ⅲ財務活動収支の部 借金等なので無し

1.財務活動収入

2.財務活動支出

　　財務活動収支差額 0 0

Ⅳ予備費支出

当期収支差額 70,000 ▲ 94

前期繰越収支差額 164,321 164,321

次期繰越収支差額 234,321 164,227

※新法人化に当たり、基金の取り崩し計画を立てているので、当年度は基金の金額を増やさないで下さい。

深沢 太香子
資料　2



貸借対照表　（被服衛生学部会）

（平成25年3月31日現在）

科　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部

　　１．流動資産

　　　　　手許現金 0 0 0

　　　　　普通預金（　　　　　　　）

　　　　　通常貯金（ゆうちょ銀行 10840-15925191） 164,227 164,321 ▲ 94

　　　　　振替口座（ゆうちょ銀行 00250-9-100560） 0 0 0

　　　　流動資産合計 164,227 164,321 ▲ 94

　　２．固定資産

　　 部会大会基金引当預金

　　　　定期預金（　　　　　　　）

　　　　定額貯金（ゆうちょ銀行 50870-263086） 700,000 700,000 0

　　　　　　固定資産合計 700,000 700,000 0

　　　　　　資産合計 864,227 864,321 ▲ 94

Ⅱ　負債の部

　　１．流動負債

　　　　　未払い金

　　　　　負債合計

Ⅲ　正味財産の部

　　正味財産

　　１．指定正味財産

　　２．一般正味財産 864,227 864,321 ▲ 94

　　　　　負債及び正味財産合計 864,227 864,321 ▲ 94

深沢 太香子
資料　3



深沢 太香子
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深沢 太香子
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被服衛生学部会資料（2013年 5月）
 

編集委員会関係資料
 

文責：嶋根 shimane@wayo.ac.jp 

１）編集委員会報告(2012年度) 
・被服衛生学、第 32号を発行した。概要は以下の

通り。総経費 10万 8630円、印刷部数 135部、

１冊の総頁数 42頁、モノクロにて印字、記事は、

巻頭言、総説１篇、原著 1篇、講評２篇、特別

寄稿、海外レポート、研究室紹介、セミナー開

催報告（2011・2012年度）、庶務報告、会計報

告、会則、役員名簿、入退会等手続き、投稿要

領、編集後記から成る。 

・国内外の部会員および国会図書館へ郵送した。 

・部会ＨＰに公開した。 

・経費の内訳は以下の通り。

印刷費（135 部、モノクロ） 99750 円

郵送費（国内、含国会図書館） 8080 円

郵送費（韓国、台湾） 800 円

合 計 108630 円

 
２）今後の計画  
・冊子の体裁および編集方針は従来通り。

・６月：原稿執筆の依頼、募集。

・締切：11月 15日頃を予定。

・印刷と発送：平成 26年 1月の完了を目標とする。

・国立国会図書館へ２冊を送付する。 

３）2013年度（第 33号）の構成案  
・巻頭言（ １ ）

・投稿論文（総説： １ ） 

・投稿論文（原著論文： ２篇程度 ） 

・海外レポート（ １ ） 

・研究室紹介（ １ ）  

・平成 24年度公開講座報告（潮田先生）

・2013年度夏季セミナー報告（平林先生）

・提言、著書紹介、その他

・編集後記（ １ ）

参考：論文投稿規程

１）筆頭者は本部会会員または編集委員会が認め

た者とする。

２）投稿区分は総説、原著論文、短報（原著論文

より簡明なもの）、報告・技術報告・資料（実

験や調査結果をまとめたもの、研究手法の工

夫や提案等）とする。未発表のものに限る。

３）総説を除き原則として６頁以内とする。ただ

し編集委員会が認めた場合はこの限りではな

い。

４）原稿は和文または英文とする。和文原稿では

英文を添える。英文要約は原著論文では必須、

その他では任意とする。

５）書式は別途定める。

６）倫理、個人情報、著作権等について配慮した

ものでなければならない。

付則

①本規程の改廃は役員会に諮り、了承を得る。

②本規程の解釈に疑義が生じた場合、編集委員会

においてこれを定める。

③査読は、原著論文は２名、その他は１名とする。

詳細は別途定める。

④論文の著作権は本研究部会に属する。

⑤本規程は 2009 年９月１日より施行する。

特記事項：編集方針

・投稿料は当面無料とする。 

・別刷は提供しない（ただし部会誌に残があれば、

総説、論文、およびセミナー報告担当者には多

めに郵送する）。 

・寄稿者へ謝金は支払わない。

・モノクロ版とカラー版の２種原稿を用意してお

き、部会ＨＰにはカラー版を使用する。 
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第 31回被服衛生学セミナー報告・会計報告 
 

平成 25年 5月 17日被服衛生学部会役員会 
5月 18日   同総会 

実行委員長 斉藤秀子 
 

1．日程 平成 24年 9月 13日（木）、14日（金） 
2．会場 シルクセンター国際貿易観光会館地下 1階会議室（定員 43名） 

 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 1番地 
3．総合テーマ 

被服衛生学からみた身近な科学 ‐「におい」「香り」、ヒトの事情、ものの事情‐ 
4. 内容 

一般公開講演 2件、講演 2件、研究紹介 2件、シルク博物館見学、開港資料館見学 
5.参加費 

講演会・見学会を含む 会員・賛助会員 4,000円、学生会員 1,500円 
懇親会 2,000円 （横浜中華街 清香園 2F） 

6．参加者 
第 31回被服衛生学セミナー 家政学会会員 33名、学生 3名、非会員 3名 計 39名 
一般公開講演  家政学会会員 31名、学生 3名、非会員 3名、一般 9名 計 46名 

7.実行委員会 
実行委員長 斉藤秀子（山梨県立大学） 
副実行委員長 加藤三貴（神奈川県工業技術センター） 
顧問 鎌田佳伸（K-LABO）、田村照子（文化学園大学）、成瀬正春（金城学院大学） 

諸岡晴美（京都女子大学） 
委員 有泉知英子（文化学園大学）、内田幸子（高崎健康福祉大学） 

久慈るみ子（尚絅学院大学）、小柴朋子（文化学園大学） 
菊池直子（岩手県立大学盛岡短期大学部）、薩本弥生（横浜国立大学） 
佐藤真理子（文化学園大学）、嶋根歌子（和洋女子大学）、野上遊夏（聖徳大学）

西原直枝（聖心女子大学）、前田亜紀子（群馬大学）、丸田直美（共立女子大学）、

山崎和彦（実践女子大学） 
8.助成・後援 （一社）日本家政学会活動助成、山梨県立大学地域研究交流センター後援 
9.日程 
平成 24年 9月 13日（木） 
12:00～12:50 役員会 
13:05～13:55 一般公開講演「日本の近代化と経済発展を支えた横浜とシルク産業の変遷」        

元シルク博物館 坂本堅五氏 
13:55～14:20 一般公開講演「繊維製品の品質評価について」 

神奈川県産業技術センター 加藤三貴氏 
14:30～15:20 講演「「香り」のサイエンス」 高砂香料工業株式会社 山崎定彦氏 
15:20～16:10 講演「現代の洗濯事情‐洗濯の歴史と「におい」と「香り」への対応‐」 

深沢 太香子
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ライオン株式会社 芳賀理佳氏 
16:10～16:30 研究紹介「衣服等から発生する臭気成分の分析とその評価」 

文化学園大学 永井伸夫氏 
16:30～16:50 研究紹介「においは伝えられるか‐教育現場での試み‐」 

聖徳大学 野上遊夏氏 
16:50～17:40 臨時総会 
19:00～20:30 懇親会 
平成 24年 9月 14日（金） 10:00～ シルク博物館見学、横浜開港資料館見学 
 
 
 

第 31 回被服衛生学セミナー会計報告 

平成 24 年 9 月 13 日、14 日 於：横浜シルクセンター 

金銭出納帳 

収入の部 項 目 備 考 金 額 

1 参加費 
正会員 31 名＠4,000， 学生 3 名＠

1,500，見学のみ 2 名＠500 
¥129,500 

2 家政学会活動助成金   ¥100,000 

  収入合計   ¥229,500  

  

支出の部 項 目 備 考 金 額 

1 会場費 一日大会議室 8000、中会議室 6000 ¥14,000 

16 機材レンタル代金 マイク代金 ¥23,000  

2 講師謝金・交通費 講師 4 名、研究紹介 2 名、交通費 3 名 ¥94,887  

11 広報費 横浜市中区タウンニュース掲載 ¥5,250  

12 印刷費 要旨集印刷代金 ¥15,750  

13 文具・消耗品 封筒、宛名ラベル、糊、名刺ホルダー ¥3,084  

14 アルバイト代 
準備 1 名 3 回 9000 円、当日 4000 円 5

名 
¥29,000 

15 郵送費 切手（案内送付）、宅急便 ¥11,160  

18 飲食費 飲み物、菓子、講師懇親会、弁当 ¥22,950  

24 見学会 開港資料館（団体 150 円）×21＝3150 ¥3,150 

  支出合計   ¥222,231  

    
第 31 回被服衛生学セミナー収支 

 
収入合計 ¥229,500  

 
支出合計 ¥222,231 

 
差引残高 ¥7,269  



被服衛生学部会誌 『被服衛生学』３３号 投稿申請書 
 

申請日 平成２５年 月 日 
投稿区分 
（いずれかに○） 

a 原著論文 b 短報  
c 報告・技術報告・資料  
d 研究室紹介 e 海外レポート 

申請者（所属・氏名） 
 
 

 

タイトル（予定） 
 
 

 

要約 （２００字程度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請の締切 6月末日 
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壬ρ口受米廿 1

第 32回 被服衛 生学セ ミナーの ご案 内 (案)

本年度のセミナーは、被服材料学部会と合同 ・並列で開催することとなりました。「人 と環境にや さし

い衣服 ～快適性を科学する～」をテーマとし、1日 日は4名 の招待講演とパネルディスカッションを合

同で開催 します。 2日 目は各部会開催ですが、交流は自由とします。また、午後には各自で隣接する楽器

博物館を見学して頂きます。

なお、本セミナーは日本家政学会の活動助成を受けており、その趣旨に鑑み、はじめの招待講演 2件 を

一般公開 (無料)と 致 します。多くのご参加をお待ちしております。

ァーマ

会 期

会 場

宿 泊

他、駅周辺

日 程 :

平成 25年 8月 24日 (土)合 同セ ミナー 於 :62研 修交流室

13:00～13:25 受付

13:25～13:30 挨拶 (開会)

13:30～14:30 -般 公開講演 「高所 。極地の気候と衣料装備」

農林水産省北陸農業試験場主任研究官 横山宏太郎 氏

14:30～15:30 -般 公開講演 「アスリー トからの提言 一快適なスポーツウェアとは?」

静岡大学教育学部 ・教授  村越 真 氏

15:30～15:50 休憩

15:50～16:50 公開講演 「生理的機能量計測に基づく感性評価 ・設計の試み」

信州大学繊維学部 0准教授  金井博幸 氏

16:50～17:30 公開講演 「緑茶染めの生地を使った衣服 (仮題)」

株式会社エルブ ・専務取締役 吉田貴美 氏

17:30～18:20 パネルディスカッション

18:20～18:25 挨拶
18:25～18:40 写真撮影
19:00～21:00 懇親会 オークラアク トシティホテル浜松

平成 25年 8月 25日 (日)被 服衛生学部会セ ミナー (交流自由) 於 :52研 修交流室

9:20～10:10 講演 「ファッションの力を科学するための試み

― 脳波角早析により心をはかる ―」

京都女子大学教授 諸岡晴美 氏

10:10～H:10 若手研究発表 (4件予定)

11:10～12:00 臨時総会

12:00～   各自で昼食 ・見学 (楽器博物館 http:′/′/wlnV.gakkihaku.jp/)

研修交流センター隣接 lF

「人と環境にやさしい衣服 ～快適性を科学する～」

8月 24日 (土)～ 8月 25日 (日)

アク トシティ浜松 研修交流センター llt tp:′イ竹w.actcity.jp/1abOut/access.Jl)

〒460-7790 静岡県浜松市中区板屋町 ■1-l TEL 053-451-lHl

」R浜 松駅 東口 (メイワン改札口)よ り徒歩 5～10分、北口より東へ徒歩 10分

アクトシティの中には 「オークラアク トシティホテル浜松」(懇親会場)が あります。その

にホテルがございますので、各自でご予約下さい。

深沢 太香子
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※若手研究者による研究発表を募集しますので、奮ってご応募ください。

発表者のご推薦をよろしくお願いいたします。

参加費 :

当日、受付でお支払いください。

講演会 (見学会を含む) 会員 ・賛助会員 5,000円、学生会員 2,500円

懇親会 会員 ・賛助会員 7,500円、学生会員 3,500円 (オークラアク トシティホテル浜松)

申 込 :

参加申込書を記入の上、下記あて、メールまたはファックスで送付をお願いします。

ご提出頂きました情報につきましては、本セミナーに関する連絡にのみ使用 します。

申込期限 7月 22日 (月)

申込先  金城学院大学 平林由果 hirabaya@ki可o‐u.ac.jp ファックス 052‐798‐0370

<参 考>

平成 25年 8月 25日 (日)被 服材料学部会セ ミナー (交流自由) 於 :51研 修交流室

9:20～10:20 若手研究発表 (4件予定)

10:20～10q 講演 「臭気とその評価 (仮題)」
″′°

      実践女子大学教授 牛腸ヒロミ 氏

11:10～12:00 臨時総会

12:00～   各自で昼食 ・見学 (楽器博物館 http:/ん w.gakkihaku.jp/)

研修交流センター隣接 lF



(被服衛生学部会）収支予算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科　　目 注意点、変更点 当年度予算 前年度予算 備考

Ⅰ事業活動収支の部

　１.事業活動収入

基本財産運用益 本部のみ記入

受取入会金

受取会費 300,000 300,000

事業収入

会誌購読料　

大会等参加費 235,000 235,000

広告料

学会刊行物売上

著者負担金

受取補助金 国、市区町村、民間団体からの補助金、助成金

一般寄付金　

特別寄付金　

雑収入　 預金利息は全てこちらに計上して下さい。

本部からの繰入金収入 本部からの活動助成金はこちら 100,000 100,000

事業活動収入計 635,000 635,000

　2.事業活動支出

①事業費支出

東日本大震災関連費用 本部のみ記入

大会等関連費用 235,000 235,000

講演会等関連費用 100,000 100,000

学会誌等関連費用 100,000 100,000

研究発表要旨集関連費用

研究補助費

表彰費

関連学会費

給料手当 臨時雇賃金もこちら 20,000 20,000

広報費 20,000 20,000

福利厚生費 本部のみ記入

旅費交通費

通信運搬費 20,000 30,000

備品費

消耗品費 8,000 8,000

光熱水料費

雑費

総会費

事務委託費

租税公課 本部のみ記入

地代 本部のみ記入

会議費 50,000 50,000

支払負担金 2,000 2,000

印刷費

諸謝金

修繕費

減価償却費 本部のみ記入

リース料

事務所管理費

②管理費支出

給料手当

広報費

福利厚生費

旅費交通費

通信運搬費

備品費

消耗品費

光熱水料費

雑費

総会費

事務委託費

租税公課

地代

会議費

支払負担金

印刷費

諸謝金

修繕費

減価償却費

リース料

事務所管理費

事業活動支出計 555,000 565,000

事業活動収支差額 80,000 70,000

Ⅱ投資活動収支の部

1.投資活動収入 基金（定期預金）を取り崩した際に計上

2.投資活動支出 ※基金（定期預金）を積み立てた際に計上

　投資活動収支差額 0 0

Ⅲ財務活動収支の部 借金等なので無し

1.財務活動収入

2.財務活動支出

　　財務活動収支差額 0 0

Ⅳ予備費支出

当期収支差額 80,000 70,000

前期繰越収支差額 164,227 164,321

次期繰越収支差額 244,227 234,321

※新法人化に当たり、基金の取り崩し計画を立てているので、当年度は基金の金額を増やさないで下さい。
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一般社団法人日本家政学会被服衛生学部会内規 
 

＜所在地＞ 
この部会の所在地を部会長宅におく。 

 
＜事務局＞ 
庶務責任者を〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町 1 番地 京都教育大学 深沢太

香子、会計責任者を〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山 2-1 神戸女子大学 高野

倉睦子におく。期間は、平成 25年 4月 1日より平成 27年 3月 31日までとする。 
なお、会計責任者が口座の管理を行う。 

 
＜役員交代時期における引継ぎ＞ 
役員交代時期においては交替の前年度における 12月までを引継ぎ期間とし、１月以
降は原則として次期役員が部会運営にあたる。ただし会計および会員管理等の一部

業務については新旧の役員が協力して任にあたる。 
 
＜次期部会長の選任＞ 

1. 次期部会長は、当該年度初頭において一般社団法人日本家政学会被服衛生学部会
の会員歴 5 年以上の部会員（部会長経験者、名誉会員を除く）の中から選任され
るものとする。その選任作業は、現部会長が指名した選挙管理委員 3 名から成る
部会長選挙管理委員会が選挙によって行なうものとする。委員長は 3 名の互選に
よるものとする。 

2. 部会長選挙管理委員会は、有効投票総数の過半数を得たものを、次期部会長候補
者として総会に推薦する。過半数を得たものがいない場合は、上位 2 名について
再選挙を行い、獲得票の多いものを次期部会長候補者として総会に推薦する。同

数の場合は、部会員歴の長いものを次期部会長候補者として総会に推薦する。無

効投票とは、①所定の投票用紙を用いないもの、②所定の投票書式を用いないも

の、③投票用紙に記名があるもの、④所定の人数を超えて投票したものとする。 
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