
【庶務報告（平成 16 年 6 月～平成 17 年 6 月） I 

平成16年度第1回役員会議事録抜粋
（平成 16 年度は国際家政学会が開催される年にあたり、 従来家政学会時に 開催される部会
役員会が開催できないため、郵送またはメーノレによる持ち回り役員会とされた。）

議事
1.報告事項

1 ）企画役員会 2 回、総会（含臨時総会）2回 、 夏季セミナ ー 開催
2）編集：会報第 23 号発刊
3）会計（監査 ）
4）庶務：会員動向 名誉会員 8 名、賛助会員 4 社、正会員 108 名、学 生会員 17 名
5）第 22 回被服衛生学セミナー報告： 日野、山崎実行委員長、参加者約 60 名、

テー マ「アレ ルギーのはなしJ 、 若手研究者報告、講演2件、企業製品紹介
6）第 23 回被服衛生学セミナー 準備状況．福岡、船津実行委員長、資料配布済
7）科学研究費基盤研究B進捗状況：研究進行中
8）その他

2.審議事項
1）平成 16 年度役員の役割分担
2）平成 16 年度事業計画：役員会2回、総会l回、夏季セミナ ー 開催、公開講座 開催 、 会

報第 24 号発刊予定
3）平成 16 年度々予算

・ 名誉会員への功労賞について：名誉会員の先生方8名に 、 功労賞とじて予算を計上。ただ
し、来年は 30 周年にあたり、記念事業の中に組み込んだ方がよいという案もあり、ご意見を
いただきた い。

－公開講座開催費用として、文部科学省科学研究費補助金研究成果公開促進費が採択さ
れた。会場は富山で、諸岡先生（ 富大）担当で 、 来年3月に開催予定。補助金 は使用制限
が厳し いため 、 部会からもする予算補助計上。

・部会の収支報告で は毎年繰越金が多いため 、 30 周年に実施する部会の記念事業のため
の積立金として 200,000 円を預金として計上する。

4）第 24 回被服衛生学セミナーについて
・順番から関西地区担当であり、部会長が調整役となり、関西地区の先生方で実行委員

会を結成する。
5）その他

・参考データ・被服衛生学セミナー開催記録
回 開催年 会場
第17回 1998 年 倉敷ファッションセンタ ー・ 倉敷
第18回 1999 年 京都テルサ・京都
第19回 2000 年 ホテルメトロポリタン秋田 ・秋田
第20回 2001 年 東レ総合研修センタ ー ー三島
第21回 2002 年 サンパルテ山王 ・長野
第22回 2003 年 実践女子大学・日野
第23回 2004 年 九州大学 ・福岡
第24回 2005 年

担当地区
中四国九州
関 西

東北北海道
関 東
中 部
関 東
中四国九州

以上

文責（高野倉、小柴）

平成16年度第2回役員会議事録抜粋
日 時：平成 16 年 8 月 23 日（月）11 :00～12: 10 

場所：九州大学国際交流プラザ2階会議室（第 23 回被服衛生学セミナー第1日目）
出席者： 17 名
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議事
1. 報告事項

1）平成 16年度事業報告
①企画：公開講座（平成 16 年度科学研究費補助金研究成果公開促進費を申請し採択され

た。100 万円） 平成 17年 3月 19 日（土） 10～ 16 時 富山県民会館にて開催予定。
ホームペー ジについて情報を随時更新中。

②編集 －第 24 号部会報を編集発行。
③会計・滞納者（最長 4 年）の先生には具体的に継続の意思を確認し、セミナー 終了後に会

費請求書を発送する。
④庶務：部会員動向（名誉会員 8 名、賛助会員 5社、正会員 105 名、学生会員 17 名）戸

新規賛助会員1社、学生会員5名
2）第 22 回被服衛生学セミナー収支報告： 部会からの補助金 3 万円については、実践女子大学

の研究室からの寄付という形は取りやめ、後日メー ／レで持ち回り承認を得ることとなった。
3）科学研究費補助金基盤研究 B について今回のセミナー で中間報告を行う。公聴会を 3月 27

日（日）京都で開催予定。
2.審議事項
1）役員改選

・役員歴を参照して、2期継続幹事をした人は交代する。
・平成 17・ 18年度幹事候補者を選出する。25 名まで。地区毎に推薦された。
・役員についての意見 企画は、各地区から選出するより、企画開催地の人数を重点的に増や

したらどうかという意見が出された。例えば公開講座のような場合は企画幹事とは別に実行委
員 会を立ち上げるほうが望ましいとしづ意見が出された。

・ 部会長について 平田先生は退任、岩崎副部会長から栃原先生が部会長に推薦された。副
部会長は栃原先生が指名する。

2）第 24 回被服衛生学セミナーについて：関西地区で開催。緑川先生が中心となって平田部会
長とともに立案を担当することとなった。

3）名誉会員への功労賞について・功労賞については規約の整備が必要。功労賞のための予算
は 30 周年のための基金に含め、若い研究者への研究奨励費などについて今後検討する。

4）その他
・ 16 年度予算案は承認された が、社団法人に対する会計規則が厳しくなっている折から、基金
については具体的に目的を記したほう がよいとの指摘がなされた。

・国際会議の案内があった。

平成16年度 総会記録
日 時・平成 16年 8月 24 日（火） 13:00～ 13:30（第 23 田被服衛生学セミナー第 2 日目）

場 所：九州大学 国際交流フ．ラザ
出席者： 40 名

1報告事項
1）平成 16年度事業報告

以上

①企画：平成 16年度科学研究費補助金研究成果公開促進費申請、100 万円採択、公開講座
平成 17年 3月 19 日（土） 10～ 16 時 富山県民会館にて開催予定。

②編集：第 24. 号部会報を編集発行。
③会計：部会費について（滞納者（最長4年）には継続の意思を確認、会費請求書を発送する。
④庶務．部会員動向（名誉会員 8 名 、 賛助会員H士、正会員 105 名、学生会員 17 名）。

新規賛助会員1社、学生会員5名
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2）第 22 回被服衛生学セミナー収支報告
3）科学研究費補助金基盤研究Bについて、公聴会を3月 27 日（日）京都で開催予定。

2.審議事項
1）平成 17・ 18年度役員改選について

部会長について 栃原裕先生、jiilj部会長は山崎和彦先生。
2）第 24 回被服衛生学セミナーについて：関西地区で開催。
3）名誉会員への功労賞について
4）その他

JCHES2005 （人間生活環境系国際会議）の案内があった。

平成 17年度第 1 回役員会議事録抜粋

以上
文責（柴田、小柴）

日 時：平成 17年5月28日（土） 12: 00～ 13 :OO （日本家政学会第57回大会 1日目）
場所・中村学園大学Z会場 505教室

議題．
1. 報告事項

1）企画．部会報 24 号発行。平成 16年 8月第 23 回夏季セミナー開催。2005年 3月 19 日文部
科学省科学研究費補助金研究成果公開促進費による公開講座を富山にて開催。104 名
参加、うち県外からの参加 34 名。小中高教員多数参加。

2） 会計平成 16年度収支決算・監査報告
3）庶務：部会員動向：会員 124 名（正会員 105 名、学生会員11 名、名誉会員 8 名）

4）第 23回被服衛生学セミナー（福岡）報告：総合テーマ「ストレスと今求められている衣服J九州
国際交流プラザで 8月 23 日 ～24 日開催。参加者 56名なあった。

5）科学研究費補助金共同研究について：平成 14～ 16年度科学研究費補助金（基盤研究（B)
(1)) （課題番号14380037）異なる季節・地域におけるユニバーサル・ファッション提案のため

の被服衛生学的研究 ー異なる季節・地域における着衣に関する調査について ー 2005年3月
27日（日）研究成果報告 会を開催した。会場：京都テルサ視聴覚室。参加者多数であった。

2.審議事項
1）平成 17 ・ 18年度役員体制の発足と役割分担：ブロックごとの会員名簿を作成、各担当幹事が

地域的に偏らないように推薦し、内諾を得た候補者案が提案され、承認された。
2）平成 17年度事業計画

①企画： 企画委員の候補者を選出。
－被服衛生学部会夏季セミナー2005年 8月 8～9 日神戸ファッション美術館にて実行委員長

緑川知子先生で開催予定。
－被服衛生学部会 30 周年記念行事として第 24回夏季セミナーにて名誉会員8名に対し夏季

セミナー招待 、 功労賞と記念品を授与する。若手奨励行事として 企画。内容は部会長、劃部
会長、企画に一 任することとなった）

・文部科学省科学研究費補助金研究成果公開促進費（公開講座）を申請予定。申請責任者
は部会長 で、開催場所は九州地区とする。

②編集：部会報 25 号発行予定。記念号とし、功労賞の受賞者の各先生方に、部会の歴史に関
して記事をお寄せいただくことが提案された。

3）平成 17年度予算：セミナー運営費の計上に関して、意見が交換された。
4）第 24 図被服衛生学セミナー（神戸）について：開催案内が配布された。
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5 ）名誉会員について：名誉会員証を作成し、 3 0 周年記念行事と して第 24 回夏季セ ミ ナ
一時に臨時総会を開催し、 名誉会員の先生方に対して功労賞授与式を行うこととなっ

た。
6）第 25 田被服衛生学セミナーについて・北海道・東北地区担当とし 、 実行委員長として田口先

生が推薦され、受諾された。
7）会則の改定案について

平成 17年度被服衛生学部会総会
日時：平成17年5月 29日（日）12 ・： 00 ー 13 ・ 00 （社）日本家政学会第57回大会 2日目

場所： 中村学園大学Z会場 505教室
議題：新役員が紹介された。
1）報告事項 、

・平成16年度事業報告および会計報告

．第23田被服衛生学セミナ ー報告
・第 24田被服衛生学セミナー 準備状況報告

・科学研究費補助金研究成果公開促進費による公開講座について報告された。
．科学研究費補助金による共同研究について報告された。

2）審議事項
・平成17年度事業計画
．平成17年度予算
．第25田被服衛生学セミナーについて
いずれの審議事項についても承認された。
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［会計報告】

1.』E主企塑
F斗同

円IJ『ユ度繰越金
ぜロ四』

tコ＝恥賢 正会員92名
4』受ロ理』 コ"' 寄 賛助会員5名

部会費 学生会員7名

（社）日本家政学会被服衛生学部会
平成1 6 年度 収支決算報告書

予筆書百 決算額
982,218 982,218 
260 000 230 000 @2, 500 × 92 

80 000 100 000 。20,oooxs 
16 000 7 000 @l, 000 × 7 

イ簡素

部会費 正会員2名（外国） 。 4 948 外国為替
セミナー参加費収入 。 658 000 懇親会費（干362,736）を含む
第23回セミナー運営費 。 50 000 
懇親会参加費収入 。 0 セミナー参加費に含まれる
利息、 100 35 
寄付金 。 2 500 
手の｛向 。 。

コ� Eロ，』.i. 1,338,318 2 034, 7701

2.主血豆盤
来十回 予算額 持L管室百 備呈号

iイザ自宅字宅i' 60,000 22,050 
総会運営費 5 000 。

部会報発行費 210 000 101 593 第24号
セ ミ ナー開催費 。 345 237 第23回被服衛生学セミナー

第24回セミナー運営費 50 000 50 000 
企画事業費 200 000 13 300 
懇親会開催費 。 362 736 第23回セミナー懇親会
部会基金 400 000 400 000 30周年記念事業基金を含む
ホ ー ムペー ジ維持費 20 000 20 000 
通信費 30 000 15 350 
雑1憂 5 000 7 850 CD-R， 封筒 ， 振込手数料他
予備費 5 000 2 100 
消費税相当分（収入の日本部送金） 。 34 487 
当期支出合計
洗•-H= I宇土品畠1i�

985 000 1 374 703 
353 318 659 998 

iヨh看ロ＋ 1,338,318 2,034,701 

平成 1 6 年度収支決算報告書を監査した結果、 正確かっ妥当であることを認めます。

8 日平成 1 7 年 4 月

（社）日本家政学会被服衛生学部会 監事

杉本 弘｛む

田口 秀3
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（社）日本家政学会被服衛生学部会

1. 収入の部
科目

前年度繰越金
部会費 正会員92名
部会費 積助会員4名
部会費 学生会員7名
セミナー参加費収入
第24回セミナー運営費

平成1 7年度 予算

予算額
659 998 
230 000 @2 500×92 

80 000 @20,000×4 
7 000 @1 OOOx7 

530 000 
50 000 

イ諸考

30周年記念事業費 200 000 部会基金より
線親会参加費収入 270 000 
利息 100 
寄付金 。

その他 。

合計 2 027 098 

2. 支出の部
科目 予算額 儲去

役員会費 60 000 
総会運営費 10 000 
部会報発行費 210 000 
セミナー開催費 580 000 第24回被服衛生学セミナー

30周年記念事業 200 000 
懇親会開催費 270 000 第24回セミナー慾親会
ホ ー ムペー ジ維持費 20 000 
通信費 30 000 
雑費 30 000 
予備費 50 000 
消費税相当分（収入の5%本部送金） 54 855 
当期支出合計 1 514 855 
次年度繰越金 512 243 
合計 2 027 098 

部会費は、 下記郵便振替口座にお振り込みをお願い致します。

口座番号：02270-0ー 7 9 4 3 5 

口座名称：（社）日本家政学会被服衛生学部会
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（社）日本家政学会被服衛生学部会会則

第 1 条（名称）

本会は、 （社）日本家政学会被服衛生学部会と称する。

第2条（目的）

本会は、 日本家政学会の部会として、 被服衛生学領域の研究 ・ 教育を推進し 、

併せて家政学の発展に寄与することを目的とする。

第3 条（事業）

本会は、 前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1）部会総会の開催

(2）部会セミナーの開催

(3）部会報の発行

(4）その他 本会の目的達成上の必要な事業、

第4条（構成員）

本会は、 次の構成員で組織する。

( 1 ）正会 員 原則として日本家政学会員で、 被服衛生学領域に関連する研究 ・

教育者

(2）賛助会員 本会の目的に賛同し、 本会の事業を援助する個人または団体

(3）学生会員 被服衛生学領域に関心をもっ学生

(4）名誉会員 本会の発展に特に貢献した7 0才以上の会員で、 役員会において

推挙され、 総会において承認された者

第5条（役員）

本会に次の役員をおく。

部 会 長 1 名

副都会長 1 名

幹 事 2 5名以内

事監 2名

問 若干名顧

第6条（役員の選出）

役員の選出は次の通りとする。

部会長、 副部会長、 幹事及び監事は、 部会員の互選とし、 総会の承認を受ける。

顧問は、 役員会において推挙し、 総会の承認を受ける。

第7条（役員の任期）

役員の任期は 1 期 2年とする。 2期を越えて引続き再任することは出来ない。

ただし、 総会において部会運営上必要と認められた場合はこの限りでない。
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第 8条（役員の職務）

役員の職務は次の通りとする。

( 1 ）部会長は、 部会を代表し会務を統括する。

(2）副都会長は、 部会長を補佐し、 必要により部会長の職務を代行する。

( 3）幹事は、 本会の業務を遂行し、 必要に応じて業務を分担する。

(4）監事は、 部会会計と業務執行を監査する。

( 5）顧問は、 必要な助言を行う。

第9条（会計）

本会の運営経費は、 部会費及びその他の収入をもってまかなう。 会計年度は、

4月 1 日より翌年3月 3 1 日までとする。

第 1 0 条（事務局）

本会の事務局を部会長の所属する機関内におく。

［付則1

1. この会則は、 平成元年9月 25 日より施行する。

2. この会則の改廃は部会総会の議を経るものとする。

3. 第3条による部会総会の開催は、 日本家政学会・年次大会の時期に行う。

4. 本会への入会は、 部会長に申し出て、 総会において承認を受けるものとする。

退会は部会長に申し出るものとし、 総会において報告する。 2年閉会費を滞納

したものは退会とみなす。

5. 第9条による部会費は、 当分の同年額 ( 1 ）正会員2500円、 (2）賛助会員

1 口以上（ 1 口 20000円）、 (3）学生会員 1000円とする。 なお、 学生会員は

年度始めに指導教員を通じて申請する。 (4）名誉会員は部会費を徴収しない

6. 第10条による事務局には、 事務局幹事 1名をおくことができる。

7. 部会長は、 毎年3月 3 1 日までに、 当該年度の事業報告及び会計報告を学会長

宛提出する。

8. 本会の事務局を平成 17年4月 1 日より、 平成 1 9年3月 3 1 日まで、 〒 815-8540

福岡県福岡市南区塩原4-9-1 九州大学大学院芸術工学研究院 栃原研究室におく。

9. この会則の一部改正は、 平成4年5月 24 日より施行する。

10. この会則の一部改正は、 平成 1 0 年5月 3 1 日より施行する。

11. この会則の一部改正は、 平成 1 5年 8月 25 日より施行する。

12. この会則の一部改正は、 平成 1 7年5月 29 日より施行する。
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（社） 日本家政学会被服衛生学部会

平成17年度役員名簿

0印：：責任者

氏 名 勤 務 先

部 会 長 栃 原裕 九州大学

副部会長 山崎 和彦 実践女子大学

間 平田 耕進 神戸女子大学顧

伊藤紀子 鳥取大学

田村 照子

監 事 杉本 弘子
田口 秀子

人AL 画 0 成瀬 正春
緑JI I知子

嶋根 歌子

永井 由美子
菅井 清美
綿貫 茂喜

庶 務 0 船津 美智子
小柴 朋子
前田 亜紀子

花田 美和子

葛西 美樹
柴田 祥江

企AτE‘ 計 0 菊池 直子

久怒 る み 子

佐藤真理子

編 集 0 長山 芳子

藤森弘子

小川 育子

佐藤希代子

ホームページ 潮田 ひとみ
薩本 弥生

文化女子大学

元京都教育大学
宮城学院女子大学

金城学院大学
四僚畷学院大学
手口洋女子大学

大阪教育大学

県立新潟女子短期大学
九州大学

福岡女学院大学

文化女子大学
長野県短期大学

青葉学園短期大学

東北女子大学
兵庫県立生活科学研究所

岩手県立大学

尚綱学院大学女子短大部
文化女子大学

福岡教育大学

広島文化短期大学

香川大学

倉敷市立短期大学

兵庫教育大学
横浜国立大学
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