
平成 28年 6月吉日 

（一社）日本家政学会被服衛生学部会	 会員各位 

 
第 35回被服衛生学セミナー実行委員会 

実行委員長	 諸岡	 晴美（京都女子大学） 

 
（一社）日本家政学会被服衛生学部会	 第 35回被服衛生学セミナー開催のご案内	 第 3報 

 
	 過日，第 35 回被服衛生学セミナー開催案内第 2 報にてご案内しましたとおり，平成 28 年度第
35回被服衛生学セミナーが京都にて開催されます．セミナーでは，「衣服によるココロとカラダの

健康	 —健康・快適な生活に向けたスマートテキスタイル活用への期待—」をテーマとして，衣服と

心身における健康との関わりについて学識を深め，スマートテキスタイルに関する繊維業界の動向

と被服衛生学におけるスマートテキスタイルの将来的活用について考えます．また，下記プログラ

ムのとおり，開催地である京都らしさを講演，懇親会，見学会に盛り込んでおります．ぜひ参加く

ださいますよう，お願いいたします．  
	 本実行委員会では，京都文化交流コンベンションビューローによる「京都らしい文化レセプショ

ン補助金申請」を計画しております．その申請条件は，「参加者の 7 割が京都市内に宿泊」となって

おりますので，遠方より本セミナーへご参加の方は，京都市内ホテルをぜひご利用くださいますよう

お願いいたします．なお，当該補助金申請のため，参加申込締め切り期限を第 2 報でお知らせした期

限より一ヶ月早い，2016 年 6 月 10 日（金）に設定しました．つきましては，参加申込期限の変更にご

注意いただくとともに参加申込書中に宿泊先を明記の上，参加申込くださいますよう，お願いいた

します．皆様からの多数のご参加をお待ちしております． 

 
1． 会期	 2016年 8月 25日（木）から 8月 26日（金） 

 
2．会場等 
	 セミナー会場：京都女子大学	 B校舎 517教室 

〒605-8501	 京都市東山区今熊野北日吉町 35 

アクセスマップ	 http://www.kyoto-wu.ac.jp/access/index.html 
	 懇親会会場：がんこ高瀬川二条苑 

〒604-0922	 京都市中京区木屋町通二条下ル東生洲町 484-6	  

電話	 075-223-3456 
	 見学会：小糸染芸 
  〒607-8307	 京都市山科区西野山射庭ノ上町 145 

  電話	 075-593-3015 



  ※定員：25名程度（名誉・正・賛助会員優先） 

 
3．プログラム 

2016 年 8 月 25 日（木） 

 12:00~13:00 役員会 
 13:30~13:55 受付 
 13:55~14:00 開式の辞（部会長） 

 14:00~15:10 講演 1 「スマートテキスタイルの開発の現状」 
    講師 堀 照夫 氏（福井大学・産学官連携本部・客員教授） 
 15:10~16:20 講演 2 「人間情報学に基づくウェアラブルサービスの将来像」 

    講師 板生 清 氏（東京大学・名誉教授）  
 16:20~16:30 休憩 
 16:30~17:30 研究発表・海外留学報告（4-5 件程） 

 17:30~18:30 移動・鴨川散策 
 18:30~20:30 懇親会（京都らしい文化レセプション・芸舞妓体験）・写真撮影 
2016 年 8 月 26 日（金） 

 8:30~    受付・開場 
 9:00~9:50 一般公開講演 1 「衣服と健康 —バイオマーカー測定による衣服の快適性評価—」 
     講師 永井 伸夫 氏（文化学園大学・教授） 

 9:50~10:40 一般公開講演 2 「装いが心身の健康に及ぼす効果 —感情評価尺度・ストレスホ 
     ルモン分析より—」 
     講師 平林 由果 氏（金城学院大学・教授）  

 10:40~10:50 休憩 
 10:50~11:30 一般公開講演 3 「京友禅と型染めの歴史」 
     講師 青木 美保子 氏（京都女子大学・准教授） 

 11:30~11:40 閉会の辞（副部会長） 
 11:40~12:40 臨時総会（昼食） 
 12:40~13:00 調整時間 

 13:00~13:30 移動（見学会参加者のみ，タクシーによる輸送） 
 13:30~15:00 見学会 小糸染芸  
    伝統工芸士（代表取締役社長）小糸 太郎 氏 

    型友禅に関する講演と工房見学 
 15:00  現地解散 

 

 



 
4．参加費 
	 当日，受付にてお支払いください．参加費には，要旨集代が含まれています．一般公開講演（3
件）のみの聴講は無料です．名誉・正・賛助会員および学生会員は見学会への参加費は無料です． 

会員種別 参加費 懇親会費 

名誉・正・賛助会員 8,000円 5,000円 

学生会員 3,000円 5,000円 

非会員 10,000円 5,000円 

 
5．参加申し込み方法および申し込み期限 
	 参加申し込み書（次ページ）に必要事項をご記入の上，下記の申込先宛へ，メールもしくは FAX
で送付ください．ご提出いただいた情報は，本セミナーに関する連絡のみに使用いたします． 

	 申し込み期限：2016 年 6 月 10 日（金）まで 
	 ※	 第 2報でお知らせした申し込み期限より早まりました．ご注意ください． 

 
6．申込先・問い合わせ先 
第 35回被服衛生学セミナー実行委員会事務局・庶務担当 
深沢	 太香子（京都教育大学教育学部） 

〒612-8522	 京都市伏見区深草藤森町 1番地 
Tel & Fax：075-644-8318 

e-mail: fukazawa@kyokyo-u.ac.jp 

 
7．セミナー実行委員会 
実行委員長：諸岡	 晴美（京都女子大学） 

顧問：平田	 耕造（神戸女子大学），斉藤	 秀子（山梨県立大学） 
実行委員：庶務担当	 深沢	 太香子（京都教育大学），会計・編集担当	 乾	 眞理子（華頂短期大

学），井上	 真理（神戸大学大学院），今村	 律子（和歌山大学），芝崎	 学（奈良女子大学），柴田	 

祥江（京都府立大学），谷	 明日香（四天王寺大学短期大学部），永井	 由美子（大阪教育大学），花

田	 美和子（神戸松蔭女子学院大学），細長	 喜久代（元大阪成蹊短期大学），與倉	 弘子（滋賀大

学） 

 
  



（一社）日本家政学会被服衛生学部会 第 35 回被服衛生学セミナー 参加申込書 
  

※1：参加申込の締め切りは，2016 年 6 月 10 日（金）です． 

※2：該当箇所に，○もしくは✔を記入ください． 
※3：京都市内で宿泊される方は必ず記入ください． 

 

参加申込日 2016年	 	 	 月	 	 	 日 

参加者 ふりがな  

氏名  
 

会員種別	 ※2  名誉会員  正・賛助会員  学生会員  非会員 

所属 学校・ 
企業名 

 
 

部署  

連絡先 住所 〒 

 

電話  

FAX  

e-mail  

懇親会への参加	 ※2  参加する  参加しない 

見学会への参加	 ※2  希望する  希望しない 

参加費・懇親会費	 ※2 
（当日徴収いたしますので，

合計金額を用意ください．） 

会員種別 参加費 懇親会費 

名誉・正・賛助会員  8,000円  5,000円 

学生会員  3,000円  5,000円 

非会員  10,000円  5,000円 

宿泊ホテル名記入欄	 ※3 
（京都市内で宿泊される方は

必ず記入ください．） 

宿泊日 ホテル名 

	 	 	 月	 	 	 日  

	 	 	 月	 	 	 日  

通信欄 

 

会場アクセス URL	 http://www.kyoto-wu.ac.jp/access/index.html 

 
参加申込書送付先 
第 35回被服衛生学セミナー実行委員会事務局・庶務担当 
深沢	 太香子（京都教育大学教育学部） 
Tel & Fax：075-644-8318 
e-mail：fukazawa@kyokyo-u.ac.jp 


