
｛庶務報告］

平成 19 年度 第 2 回役員会議事録抜粋

日 時：平成 19 年8月 7 日（火）11:00～ 12:20

場 所：和洋女子大学佐倉セミナーハウス食堂

議 事：

1. 報告事項（各担当より報告）

1 ）企画：①第 26 回夏季セミナーの開催（於和洋女子大学佐倉セミナーハウス 2007/8/7～8 、 参加申

込み 51 名）、 ②第 27 号 （2007 年） 被服衛生学部会会報の発行。

2 ）編集：部会報 27 号 の発行。

3）会計：海外からの会費納入方法および郵便局民営化に伴う納入方法の変更が予想されるため、 来

年度の納入方法について検討中である。

4）庶務：部会員動向（2007/8/6）賛助会員3、 名誉会員 10 、 正会員 100 、 学生会員13、 計 126 名。

5）ホ ー ムペー ジ：HPから入退会および住所変更手続きができるようにシステム を変更した。

6 ）第 26 回夏季セミナー：非部会員5名 、 学生会員8名の参加者を加え、 計 51 名の参加を得た。

7 ）第 27 回夏季セミナー：中部地区にて準備。 日程、 会場、 総合テーマならびに内容が提示された。

2. 審議事項

1 ）部会則の一部改正案について（庶務）：諸届出用紙提出先を部会長から庶務責任者に変更するた

め、 部会事務局を庶務責任者のもとに置くことが提案された。 さらに 、 口座開設等の便宜を図るた

め、 会計責任者のもとにも事務局を置くことが提案された。 以上より部会事務局を会計担当と庶務

担当の2箇所とすることが議決され 、 併せて部会則の変更について検討した。

2）部会員の区分設置について（庶務）：部会員増目的のため、 会員区分に準会員（日本家政学会会

員以外の者で、 選挙権、 被選挙権、 決議権を有しなし、）を設ける提案に対し継続審議となった。

3 ）科研費の申請について・平成 20 年度科研費申請について 、 代表者 、 内容等の決定を企画責任者

に一任した。 文責：丸田 ・ 前田

平成 19 年度 臨時総会議事録抜粋

日 時：平成 19 年 8 月 7 日（火）16 : 30～ 17 : 00

場 所：和洋女子大学佐倉セミナーハワス

出席者：46名

議 事：

1. 報告事項（各担当より報告）

1 ）企画：①）第 26 回夏季セミナーの開催（於和洋女子大学佐倉セミナーハウス 2007/8/7～8 、 参加

申込み 51 名）、②第 27 回夏季セミナ ー（案）告知（於トヨタテクノミュ ー ジアム（名古屋）2008/8/8

～ 10 の問の 2 日間予定）、③第 27 号（2007 年）被服衛生学部会会報の発行 、④H20 年度科研費申請

の研究代表者は、 企画嶋根歌子責任者によって検討後、 該当者に依頼し提出予定。

2 ）編集：部会報第 27 号 の発行報告および第 28 号への寄稿協力依頼。

3 ）会計：会費納入状況の報告。 海外からの会費納入方法および郵便局民営化に伴う納入方法の変更

が予想されるため、 来年度の納入方法について検討中である旨が報告された。

4 ）庶務：部会員動向（2007/8/6）賛助会員3、 名誉会員 10 、 正会員 100 、 学生会員13、 計 126 名。
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5）ホ ームペー ジ：更新したトピックは、 第 26 回夏季セミナー プログラム、 部会則の一部改正 （第

10条）、 会員登録用諸届用紙。 訪問者数999名。

6）第26回夏季セミナー ：嶋根歌子実行委員長より、 参加者51名 （うち非部会員5名）にて開催。

7）第 27 回夏季セミナー ：成瀬正春実行委員長より、 総合テ ーマ『被服衛生とナチュラルファイパ
ー』（2008/8/8（金）～8/10（日）のうち2日間、 於 トヨタテクノミュー ジアム （名古屋）にて開催予定の

案内がなされた。

8）その他： 会員名簿の作成と 発行の要望があった。 会報の国立国会図書館所蔵に伴い、 個人情報保

護の観点から会報 と別冊子で過去に1回発行。 庶務にて発行について検討すること とした。

2. 審議事項

1 ） 部会則の一部改正：事務局住所を部会長から、 会計および庶務 事務局の2 箇所を併記することに

より、 会費納入および会員動向管理の円滑化をはかる。 改正箇所 は、 第11条、 付則4、 付員lj 6削

除。 付則7（旧8）、 付則 13追加。

2）科研費の申請について：企画責任者 より、H20年度科研費申請 の研究代表者を検討該当者に依頼。

文責：深沢・前田

平成20年度 第1回役員会議事録抜粋

時：平成20年5 月 31日 （土） 12 ・

：20～13:20

所．日本女子大学目白キャンパス百年館低層棟百院講義室

事：

1. 報告事項（各担当より 報告）

1 ）企画：①第26回夏季セミナーの開催 （於和洋女子大学佐倉セミナーハウス2007/8/7～8、 参加者

51名）、 ②第27回夏季セミナーの開催予定 （於名古屋 トヨタテクノミュー ジアム2008/8/8～9）③

第27号 （2007年度版）被服衛生学部会会報の発行。 ④科 学研究 費の申請について、 昨年度は申請

に至らなかった。 ⑤第28号 （2008年度版）被服衛生学部会会報発行予定。

2）編集：第 28 号の発行準備状況が報告された。 学位論文紹介2件予定 （道明伸幸氏：倉敷市立短

期大学、 もう1名は交渉中）。提言は退職者を中心に執筆依頼。原稿〆切6/27 （金）、 配布 8/8 （金）。

3） 会計：H20ββ1現在の貸借対照表の説明 と平成19年度決算 報告がなされた。

4）監査：岩崎監査より、 Hl9年度決算が適正に行われたこと が報告された。

5） 庶務：H20/5/29現在の 会員動向は、 賛助会員3、名誉会員9、 正会員102、 学生会員12、 計 126

名である。Hl9年度事業報告が家政学 会誌7月号に掲載される。

6）第26回夏季セミナ一 報告 （嶋根大会長） : 2007/8/7～8/8、 参加者51名で成功裏に開催された。

7）第27回夏季セミナー準備状況 （成瀬大会長）：総合テ ーマ『被服衛生とナチュラルファイパー』

(2008/8/8日（金）～8/9（土）トヨタテクノミュー ジアム）にて開催の説明、研究事例報告の募集がなさ

れた。 資料および払込用紙配布。

8）その他・第17回繊維連合研究発表 会 （2008/8/28～29） 研究発表の依頼。

2. 審議事項

1 ）平成20年度予算案が承認された。

2）第 28 回夏季セミナー （2009） の開催は、 開催地区順により九州地区とし、 大会長を九州大学、

栃原先生に依頼した。
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3）総会次第案の承認。
4）その他

①2009・2010年度役員交代では、 部会長に成瀬先生（金城学院大学）への就任が打診された。
②部会役員会と総会の開催日程について、 継続して検討していくこととした。
③家政学会内における部会のあり方について、 学会からの指針を確認した。

文責：丸田

平成20年度 第1回総会議事録抜粋
日 時：平成20年6月1日 （日 ）12:00 ～13 ・

：00
場 所：日本女子大学目白キャンパス百年館低層棟百306教室

出席者：20名
議 事

1. 報告事項（ 各担当より報告）
1 ）企画：① 第26回夏季セミナー の開催（於和洋女子大学佐倉セミナーハウス2007/8/7～8、 参加者

51名）②第27回夏季セミナーの開催予定（於名古屋トヨタテクノミュ ー ジアム2008/8/8～9 ）③第
27 号（2007年度版）被服衛生学部会会報の発行。 ④科学研究費の申請について、 昨年度は申請に
至らなかった。 ⑤第28号（2008年度版）被服衛生学部会会報発行予定。

2）編集： 第28号の発行準備状況が報告された。 原稿依頼はほぼ終了し、8/8 に発行予定。
3）会計：平成19年度決算書に基づき報告がなされた。
4）監査：岩崎監査より、Hl9年度決算が適正に行われたことが報告され、 総会にて承認された。
5）庶務： 会員動向（H20 /5/29現在）賛助会員3、名誉会員9、正会員102、 学生会員12 、 計126。
6）第26回夏季セミナー （於和洋女子大学）報告：2007/8/7～8/8 にて、 参加者51名で成功裏に開催

されたことが報告された。
7）第 27 回夏季セミナー （於名古屋）準備状況： 成瀬大会長より、 総合テーマ『被服衛生とナチュ

ラルファイパー』（2008/8/8日（金）～8/9（土）トヨタテクノミュ ー ジアム）にて開催の説明、 研究事例
報告の募集がなされた。 資料および参加申込用紙配布。

8）その他
家政学会内における部会のあり方について、 学会からの指針を確認した。

2. 審議事項
1 ）平成20年度予算案が承認された。
2）第 28 回夏季セミナー （2009 ）の開催は、 開催地区順により九州地区とし、 大会長を九州大学、

栃原先生に依頼した。
3）その他

①2009 ・2010 年度役員交代では、 部会長に成瀬先生（金城学院大学）への就任が打診された。 副
部会長ならびに各役員については、 地区別役員歴資料をもとに、 セミナー 開催時に決定する。

②セミナーの名称、を統一するため確認することとなった。
文責：葛西
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