
一般社団法人日本家政学会 平成 27 年度代議員総会議事録 

 

１．日	 時：平成 27 年 5 月 23 日（土）13 時 10 分～13 時 50 分	 

２．場	 所：いわて県民情報交流センター	 アイーナ	 アイーナホール	 

	 	 	 	 	 	 	 （岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-7-1）	 

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	 名誉会員推薦に関する件	 

報告	 

	 	 報告事項１	 平成 26 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 27 年度事業計画及び予算書	 

	 	 報告事項４	 代議員（任期	 平成 26 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日）	 

４．開会	 

	 	 田島副会長により、平成 27 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	 

	 	 菅原悦子第 67 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、代議員より平林由果

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	 

平林議長より、本学会定款第 20 条による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 53 名、出席者 52 名（当日出席者 37 名、書面出席者 15 名）、欠席者 1 名で、本総会は成立している

ことの報告がされた。	 

当日出席者（37 名）：	 

久慈るみ子、高木直、浜島京子、増渕哲子、綾部園子、仲西正、芦澤昌子、薩本弥生、堀越栄子、

藤井恵子、多屋淑子、生野晴美、吉川はる奈、色川卓男、数野千恵子、植竹桃子、斎藤悦子、松本

美鈴、山口庸子、池田彩子、尾島恭子、岸本満、橋本令子、平林由果、森山三千江、藤本佳子、岩

谷幸春、中田理恵子、鈴木洋子、木谷康子、李璟媛、今川真治、福井典代、松下純子、山本善積、

赤星礼子、八幡彩子	 

書面出席者（15 名）：	 

三森一司、杉山久仁子、増子富美、岡田宣子、柳澤幸江、塩原みゆき、梶木典子、坂本薫、高野倉

睦子、小伊藤亜希子、東尾志津子、横山早美、正岡さち、秋永優子、瀬戸房子	 

欠席者（1 名）：	 

定行まり子	 

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、増井正哉、渡

辺浩二	 

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、「代議員総会議案書	 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 27 年 3 月 31 日現在)、正味財産増減計算書（案）(平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年

3 月 31 日まで)、正味財産増減計算書内訳表（案）(平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 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」に基づき、説明が行われた。	 

続いて石井監事より、「監査報告書」に基づき、平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日までの事

業年度の理事の職務執行を監査した方法、およ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行われた。	 

第２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２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）議決	 

	 第 1 号議案、第 2 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、賛成票は本学会定款

第 20 条の「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。	 

	 

	 賛成票	 反対票	 保留票	 投票総数	 

第 1 号議案	 51	 0	 	 1	 52	 

第 2 号議案	 52	 	 0	 	 0	 52	 

（３）報告	 

報告事項１	 平成 26 年度事業報告	 

香西筆頭副会長より、「代議員総会議案書	 報告事項１	 平成 26 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	 

島崎副会長より、「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、「代議員総会議案書	 報告事項３	 平成 27 年度事業計画及び予

算書」に基づき説明が行われた。	 

	 報告事項４	 代議員（任期	 平成 26 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日）	 

牛腸会長より、「代議員総会議案書	 報告事項４	 代議員（任期	 平成 26 年 1 月 1 日～平成 27 年

12 月 31 日）」に基づき説明が行われた。	 

１１．議長解任	 

１２．次期第 68 回大会開催の関する件	 

	 牛腸会長より、平成 28 年度第 68 回大会は中部支部が開催するとの提案があり、承認後、第 68 回大

会実行委員長の中森千佳子金城学院大学教授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、平成 27 年度公益信託家政

学研究助成金授与者は、山岸あづみ氏（山形大学助教）「軟化海藻類の分子調理学的解析による高分

子多糖類および組織構造の解明」、本間太郎氏（東京工科大学助手）「児童の偏食を形成する因子の

解析」の 2名に決定し、各 50 万円授与されることが報告された。	 

１４．閉会	 

	 	 	 田島副会長より、平成 27 年度代議員総会の閉会が宣言された。 
以上 

 


