一般社団法人日本家政学会 平成２８年度代議員総会議事録
１．日 時：平成 28 年 5 月 28 日（土）13 時 20 分～14 時 00 分
２．場 所：金城学院大学 アニー・ランドルフ記念講堂
（愛知県名古屋市守山区大森 2 丁目 1723 番地）
３．議案等：
議案
第１号議案 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認に関する件
第２号議案 平成 28・29 年度会長、筆頭副会長、副会長、理事および監事の選任に関する件
第３号議案 次期会長指名理事の選任に関する件
第４号議案 名誉会員推薦に関する件
報告
報告事項１ 平成 27 年度事業報告
報告事項２ 公益目的支出計画実施報告
報告事項３ 平成 28 年度事業計画及び予算書
報告事項４ 代議員（任期 平成 28 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日）
４．開会
田島副会長により、平成 28 年度代議員総会の開会が宣言された。
５．会長挨拶
牛腸会長より、挨拶があった。
６．実行委員長挨拶
中森千佳子第 68 回大会実行委員長より挨拶があった。
７．議長選出
田島副会長より、議長選出にあたり自薦・他薦をお願いしたいとの発言に対し、代議員より後藤景子
代議員を推薦するとの提案があり、満場一致で承認された。
８．総会成立の確認
後藤議長より、本学会定款第 20 条による代議員総会の成立要件は代議員数の過半数の出席であり、代
議員総数 50 名、出席者 44 名（当日出席者 34 名、書面出席者 10 名）、欠席者 6 名で、本総会は成立し
ていることの報告がされた。なお、後藤議長より、決議時の代議員出席者は 45 名（当日出席者 35 名、
書面出席者 10 名）であることが報告された。
当日出席者（35 名）：
桂重樹、庄司一郎、増渕哲子、阿部栄子、飯田文子、井元りえ、上村協子、潮田ひとみ、大矢勝、
島田玲子、鈴木恵美子、高崎禎子、藤井恵子、丸田直美、谷田貝麻美子、吉川はる奈、長野宏子、
西堀すき江、乗本秀樹、森俊夫、山中なつみ、梶木典子、木谷康子、後藤景子、鈴木洋子、高橋享
子、森下あおい、山本泉、吉野世美子、李環媛、金子省子、正保正惠、福井典代、望月聡、八幡彩
子、
書面出席者（10 名）：
富田雅弘、三森一司、小竹佐知子、斉藤悦子、塩原みゆき、浜田順子、中澤弥子、小伊藤亜希子、
森田美佐、米村敦子
欠席者（5 名）：
小原敏郎、笠松千夏、藤原葉子、井奥加奈、甲斐純子
９．その他の参加者
理事出席者（18 名）：
牛腸ヒロミ、香西みどり、島崎恒蔵、田島真理子、赤塚朋子、東珠実、天野晴子、今井悦子、小川
宣子、岡部千鶴、河田哲典、久保桂子、菅原悦子、杉山智美、戸田泰男、長山芳子、増田正哉、渡
辺浩二
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監事出席者（2 名）
石井克枝、平田道憲
１０．議事
（１）議案の説明
第１号議案 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認に関する件
島崎副会長より、「平成 28 年度代議員総会議案書 [第１号議案] 貸借対照表及び正味財産増減計
算書の承認に関する件 貸借対照表(案)(平成 28 年 3 月 31 日現在)、正味財産増減計算書（案）(平成
27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)、正味財産増減計算書内訳表（案）(平成 27 年 4 月 1 日
から平成 28 年 3 月 31 日まで)、財務諸表に対する注記、附属明細書、財産目録(平成 28 年 3 月 31 日
現在)」に基づき、説明が行われた。
平田監事より、「平成 28 年度代議員総会議案書 「監査報告書」」に基づき、監査した方法およ
び結果について説明があり、平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務
の執行、及び当該決算は正確かつ妥当であり、理事の職務遂行に関して定款に違反する行為はなかっ
たとの監査結果が報告された。
第２号議案 平成 28・29 年度会長、筆頭副会長、副会長、理事および監事の選任に関する件
現理事及び監事の任期満了に伴い、改選の必要があり、牛腸会長より、「平成 28 年度代議員総会議
案書 [第２号議案]平成 28・29 年度会長、筆頭副会長、副会長、理事および監事の選任に関する件」
に基づき、下記のとおり説明が行われた。
会長 石井克枝、筆頭副会長 大塚美智子、副会長 赤塚朋子、副会長 河田哲典、
理事 東珠実、天野晴子、今川真治、久保桂子、定行まり子、高村仁知、仲西正、
堀内かおる、松本美鈴、峯木眞知子、森田みゆき、安田みどり、
監事 香西みどり、田島真理子
第３号議案 次期会長指名理事の選任に関する件
現理事の任期満了に伴い、改選の必要があり、牛腸会長より、「平成 28 年度代議員総会議案書 [第
３号議案] 次期会長指名理事の選任に関する件」に基づき、下記のとおり説明が行われた。
理事 杉山智美
第４号議案 名誉会員推薦に関する件
牛腸会長より、「代議員総会議案書 [第４号議案] 名誉会員推薦に関する件」に基づき、説明が
行われた。
（２）決議
後藤議長から、本学会定款第 20 条による代議員総会の決議は、出席した当該代議員の議決権の過半
数をもって行うことが説明され、第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案について表決を
行った。結果は下記のとおりであり、賛成票は出席者の過半数を越えており、いずれの議案も可決さ
れた。

第１号議案

賛成票
45

反対票
0

保留票
0

投票総数
45

第２号議案

45

0

0

45

第３号議案

45

0

0

45

第４号議案

45

0

0

45

（３）報告
報告事項１ 平成 27 年度事業報告
香西筆頭副会長より、「平成 28 年度代議員総会議案書 [報告事項１]平成 27 年度事業報告」に基
づき説明が行われた。
報告事項２ 公益目的支出計画実施報告
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島崎副会長より、「平成 28 年度代議員総会議案書 [報告事項２] 公益目的支出計画実施報告」に
基づき、説明が行われた。
報告事項３ 平成 27 年度事業計画及び予算書
香西筆頭副会長と島崎副会長より、「平成 28 年度代議員総会議案書 [報告事項３] 平成 28 年度
事業計画及び予算書 平成 28 年度事業計画、平成 28 年度予算書（正味財産増減計算書内訳表）（平
成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）」に基づき、説明が行われた。
報告事項４ 代議員（任期 平成 28 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日）
牛腸会長より、「平成 28 年度代議員総会議案書 [報告事項４] 代議員（任期：平成 28 年 1 月 1
日から平成 29 年 12 月 31 日まで）」に基づき、説明が行われた。
１１．議長解任
１２．次期第 69 回大会開催に関する件
牛腸会長より、平成 29 年度第 69 回大会は関西支部が開催するとの提案があり、承認後、第 69 回大
会実行委員長の三木健寿 奈良女子大学生活環境学部長より次期大会開催校挨拶があった。
１３．その他
香西筆頭副会長より、公益信託家政学研究助成基金について説明があり、応募者 16 名の中から、
平成 28 年度公益信託家政学研究助成金授与者は、大森桂氏（山形大学地域教育文化学部）「米国に
おける総合的食農教育の実践および評価に関する研究」、小出真理子氏（湘北短期大学生活プロデュ
ース学科）「中世から近世初期における風流踊装束の変遷とその位置づけ」、常松莉奈氏（東京大学
大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻）「産後女性の１か月間の栄養素摂取量と体重の関係：産
後栄養指導の構築に向けた基礎研究」の 3 名に決定したことが報告された。
今井編集委員長より、新設した平成 27 年度若手研究者ポスター賞について説明があり、平成 27 年
度若手研究者ポスター賞授与者は、川嶋比野氏（戸板女子短期大学）「焼成皿の青色の色相、明度、
彩度が料理に与える影響」に決定したことが報告された。
１４．閉会
田島副会長より、平成 28 年度代議員総会の閉会が宣言された。
以上
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