【庶務報告】
平成 30 年度 第 1 回役員会
日時：平成 30 年 5 月 25 日（金）17：30～19：30
場所：文化学園大学（A084）
議事録抜粋
1．報告事項
1）平成 29 年度事業報告
三野企画幹事より報告された．
2）平成 29 年度決算報告・決算監査報告
平林会計幹事より報告された．
平成 29 年度決算監査報告
監事不在のため平林幹事より決算監査報告された．
3）編集
佐藤編集幹事より，部会誌第 37 号の発行，第 38
号の発行計画報告された．
4）庶務
内田庶務幹事より，
平成 30 年 5 月現在の会員動向
報告された．
．
5）ホームページ
野上ホームページ幹事よりレンタルサーバードメ
イン契約更新と，HP 担当の活動について報告された．
6）第 2 回家政学夏期セミナーおよび第 36 回被服衛
生学セミナー報告
大会実行委員長の三野先生より，第 2 回家政学夏
期セミナーおよび第 36 回被服衛生学セミナーにつ
いて報告された．
7）第 37 回被服衛生学セミナー準備状況
丸田セミナー実行委員長より，準備状況が報告さ
れた．
8）その他
小柴部会長より，
第 38 回被服衛生学セミナーは北
海道・東北地区で開催予定と報告された．
2．審議事項
1）平成 30 年度事業計画について
三野企画幹事より，
平成 30 年度事業計画について
提案された．
2）平成 30 年度予算案について
平林会計幹事より，
平成 30 年度予算案が提案され
た．
3）部会長選挙について
内田庶務幹事より，部会長任期満了交代に伴い，
選挙管理委員会（潮田先生，薩本先生，内田）を発
足することが提案され承認，総会にて諮る
4）その他
・小柴部会長より，公開講座の開催について申請書
類に基づき説明, 3 月に東京家政大で実施すること
が提案．科研代表者の諸岡先生の了解を前提に総会
に諮る．
・平林会計幹事より，会費長期未納者（9 名）への
対応について意見聴取され，部会誌の送付を停止，
会員から削除する方向だが，年数については継続審
議する．

場所：日本女子大学 百年館 301
出席者数：20 名
議事録抜粋
1 報告事項
1） 平成 29 年度事業報告．
三野企画幹事より報告された．
2） 平成 29 年度決算報告
平林会計幹事より報告された．
平成 29 年度決算監査報告
諸岡幹事より，会計処理が適切に行われた事が報
告された．
3）編集
部会誌第 37 号報告，部会誌第 38 号の発行計画と
原著論文投稿の依頼があった．
4）庶務
会員動向（平成 30 年度 5 月現在）が報告された．
5）ホームページ
レンタルサーバードメイン契約更新と，HP 担当の
活動について報告された．
6）第 2 回家政学夏期セミナーおよび第 36 回被服衛
生学セミナー報告
大会実行委員長の三野先生より，第 2 回家政学夏
期セミナーおよび第 36 回被服衛生学セミナーにつ
いて報告された．
7）第 37 回被服衛生学セミナー準備状況
丸田セミナー実行委員長より，準備状況が報告さ
れた．
8）その他
小柴部会長より，
第 38 回被服衛生学セミナーは北
海道・東北地区で開催予定であると報告された．
2 審議事項
1）平成 30 年度事業計画について
三野企画幹事より，
平成 30 年度事業計画が提案さ
れ，承認された．
2）平成 30 年度予算案について
平林会計幹事より，
平成 30 年度予算案が提案され，
承認された．
3）部会長選挙について
内田庶務幹事より，部会長任期満了交代に伴い，
選挙管理委員会（潮田先生，薩本先生，内田）を発
足することが提案され承認された．部会長選挙の方
法については継続審議とする．
4）その他
小柴部会長より，公開講座の開催について, 3 月
に東京家政大で実施することが提案され，科研代表
者の諸岡先生の了解を得たので，開催することが承
認された．
平成 30 年度 第２回役員会
日時：平成 30 年 8 月 30 日（木）11：30～12：50
場所：共立女子大学 2 号館
議事録抜粋
1．報告事項

平成 30 年度 総会
日時：平成 30 年 5 月 26 日（土）12：30～13：30
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1）編集
佐藤編集幹事より，
部会誌第 38 号の発行計画と構
成案について報告された．
2）庶務
内田庶務監事より，平成 30 年 8 月現在の会員動
向について報告された．
3）ホームページ
薩本 HP 幹事より，
レンタルサーバードメイン契約
更新，HP の更新，ML 作成（2018 年度役員メーリン
グリスト，2018 年度会員メーリングリスト）と登録
者による承認状況について報告された．
4）第 37 回被服衛生学セミナーについて
大会実行委員長の丸田先生より，
第 37 回被服衛生
学セミナーの参加者状況（53 名）が報告された．
5）第 38 回被服衛生学セミナーについて
大会実行委員長の久慈先生より，
第 38 回被服衛生
学セミナーは 2019 年 8 月に仙台地区で開催，
テーマ
は「①災害と衣生活，②被服衛生学の歩み」とし，
講師依頼に着手したことが報告された．
6）部会長選挙開票結報告
内田選挙管理委員長より，次期部会長選挙につい
て，三名の選挙管理委員立ち会いのもと開票を行っ
た結果，次期部会長に平林由果先生が選出と報告さ
れた．

成案について報告された．
2）庶務
内田庶務監事より，平成 30 年 8 月現在の会員動
向について報告された．
3）ホームページ
薩本 HP 幹事より，
レンタルサーバードメイン契約
更新，HP の更新，ML 作成（2018 年度役員メーリン
グリスト，2018 年度会員メーリングリスト）と登録
者による承認状況について報告された．
4）部会長選挙開票結報告
内田選挙管理委員長より，次期部会長選挙につい
て，三名の選挙管理委員立ち会いのもと開票を行っ
た結果，次期部会長に平林由果先生が選出と報告さ
れた．
2．審議事項
1）公開講座について
小柴部会長より，
平成 30 年度被服衛生学部会公開
講座は，テーマを「衣服と健康の科学、最前線－シ
ニアの健康・快適な衣生活支援における被服衛生学
的アプローチ－」とし，2019 年 3 月 19 日（火）13：
00～16：30，東京家政大学で開催，日本家政学会の
活動助成Ⅱ期に申請する予定であることが提案され，
総会にて承認された．
2）部会費滞納者について
平林会計幹事より，継続審議事項であった部会費
長期未納者への部会誌送付の停止について，総会に
諮られ，協議の結果，3 年未納が続いた場合には部
会誌の送付を停止することが総会にて承認された．
3）部会長選挙について
小柴部会長より，継続審議事項であった部会長選
挙について従来通りとするか，他の方法とするか総
会に諮られた．部会長選挙については，以下の案が
提案され ，
挙手による意見を参考として取りまとめ
た．①従来通りに選挙する 21 票，②推薦・自薦で候
補者リストを作成し選挙する 18 票，
③役員の互選で
決める 0 票，④役員を選挙で決める 0 票，⑤役員会
で推薦する 6 票，⑥選挙結果で選ばれた人の中から
役員会で決める 1 票．
臨時総会の続き（懇親会にて）
1）名誉会員の表彰
小柴部会長より，岩崎房子先生に名誉会員の証と
記念品が授与された．
2）第 38 回被服衛生学セミナーについて，
大会実行委員長の久慈先生より，
第 38 回被服衛生
学セミナーは 2019 年 8 月に仙台地区で開催，
テーマ
は「①災害と衣生活，②被服衛生学の歩み」の二つ
とし，講師依頼に着手したことが報告された．

2．審議事項
1）公開講座について
小柴部会長より，
平成 30 年度被服衛生学部会公開
講座は，テーマを「衣服と健康の科学、最前線－シ
ニアの健康・快適な衣生活支援における被服衛生学
的アプローチ－」とし，2019 年 3 月 19 日（火）13：
00～16：30，東京家政大学で開催，日本家政学会の
活動助成Ⅱ期に申請する予定であることが提案．役
員会にて承認され，総会にて諮る．
2）部会費滞納者について
平林会計幹事より，継続審議事項であった部会費
長期未納者への部会誌送付の停止について，役員会
に諮られた．協議の結果，3 年未納が続いた場合に
は部会誌の送付を停止することが役員会にて承認さ
れ，総会にて諮る．
3）部会長選挙について
被服衛生学部会長選挙について
小柴部会長より，継続審議事項であった部会長選挙
方法について従来通りとするか，他の方法とするか
役員会に諮られた．部会長選挙については①従来通
りに選挙する，②被推薦人の中から選挙する，③役
員の互選で決める，④話し合いで決める，の案が提
案され，総会にて諮る．
平成 30 年度 臨時総会
日時：平成 30 年 8 月 30 日（木）17：00～17：50
場所：共立女子大学 2 号館
出席数：35 名
議事録抜粋
1．報告事項
1）編集
佐藤編集幹事より，
部会誌第 38 号の発行計画と構
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