
一般社団法人日本家政学会 2019年度代議員総会議事録 

 

1．日時：2019年 5月 25日（土）13時 30分～15時 00分  

2．場所：四国大学共通講義棟 1階（A会場） 

（徳島市応神町古川字戎子野 123-1) 

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 一般社団法人日本家政学会会費規程の改訂に関する件  

報告 

報告事項 1 2018年度事業報告  

報告事項 2 2019年度事業計画及び予算書 

4．開会  

久保副会長により、2019年度代議員総会の開会が宣言された。 

5．会長挨拶  

大塚会長より挨拶があった。 

6．実行委員長挨拶  

今川真治第 71回大会実行委員長より挨拶があった。 

7．議長選出  

久保副会長より、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数野千恵子代議員

を議長に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  

数野議長より、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 47名、出席者 47名（当日出席者 34名、書面出席者 13名）、欠席者 0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（34名）: 

桂重樹、鎌田浩子、久慈るみ子、安川あけみ、飯田文子、大矢勝、数野千恵子、倉持清美、小林三智子、

島田玲子、嶋根歌子、増子富美、三神彩子、東珠実、大薮千穂、原田妙子、室雅子、井奥加奈、大本久美

子、ガンガ伸子、黒子弘道、竹原広実、森下あおい、山本泉、吉野世美子、金子省子、鈴木明子、高橋哲

也、速水多佳子、森田美佐、及川大地、貴志倫子、瀬戸房子、米村敦子  

書面出席者（13名） 

青木幸子、今井悦子、大越ひろ、小西史子、新藤一敏、早川文代、平尾和子、森髙初恵、谷田貝麻美子、

柳澤幸江、増田智恵、高橋享子、立松麻衣子 

9．その他の参加者  

理事出席者（17名）: 

大塚美智子、久保桂子、戸田泰男、平田耕造、綾部園子、今川真治、岸本満、小林直子、定行まり子、杉

浦弘子、高村仁知、仲西正、堀雅子、増渕哲子、松本美鈴、峯木眞知子、山口庸子 

監事出席者（2名）: 

赤塚朋子、河田哲典 

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  

戸田副会長より、「2019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）（2019 年 3 月 31 日現在）、正味財産増減計算書（案）（2018 年 4 月 1 日から 2019

年 3月 31日まで）、正味財産増減計算書内訳表（案）（2018年 4月 1日から 2019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（2019年 3月 31日現在）」に基づき、説明が行われた。 

河田監事より、「2019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、2018年 4月 1日～2019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 一般社団法人日本家政学会会費規程の改訂に関する件 

 大塚会長より、「2019 年度代議員総会議案書［第 2 号議案］一般社団法人日本家政学会会費規程の改訂に関

する件」について、2015年度に正会員年会費の改訂を行った際に、海外会員については据え置いたため、現在

は正会員と同額になっている。しかしながら、海外会員は学会誌送付等の費用がかさむことから、改訂が必要

と判断し、海外会員の会費を 10,000円から 12,000円に変更するよう一般社団法人日本家政学会会費規程を改

訂したいとの説明が行われた。 

(2)決議  

数野議長から、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号議案についての表決を行った。結果は、下記のとおりであり、

賛成票は出席者の過半数を超えており、すべての議案は可決された。 

賛成票  反対票  保留票  白票  投票総数  

第 1号議案 46 0 0 1 47 

第 2号議案 47 0 0 0 47 

(3)報告  

報告事項 1 2018年度事業報告  

平田副会長より、「2019年度代議員総会議案書［報告事項 1］2018年度事業報告」に基づき、説明が行われ

た。 

報告事項 2 2019年度事業計画及び予算書  

平田副会長と戸田副会長より、「2019 年度代議員総会議案書［報告事項 2］ 2019 年度事業計画及び予算書 

2019年度事業計画、2019年度予算書（正味財産増減計算書内訳表）（2019年 4月 1日から 2020年 3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 72回大会開催に関する件  

大塚会長より、2020 年度第 72 回大会は関東支部が開催するとの提案があり、承認後、第 72 回大会実行委

員長の高崎健康福祉大学綾部園子氏より次期大会開催校挨拶があった。 

13.その他  

峯木編集委員長より、2018年度若手研究者ポスター賞授与者は、小野寺美和氏（甲南女子大学）「JIS Z9107

に相当する蓄光布を用いた衣服設計」に決定したことが報告され、授与者を紹介した。 

14.閉会  

久保副会長より、2019年度代議員総会の閉会が宣言された。 

以上 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027004D00520053005F0043004466F8304D51FA305700270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020002865E5672C0029005D00270020306B57FA3065304F005D002030B030E930D530A330C330AF30B330F330C630F330C4306E590963DB306B5BFE3059308B002000490053004F00206A196E96898F683C306E0020005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020306B6E9662E03057305F002000410064006F0062006500200050004400460020658766F830924F5C62103059308B305F3081306B4F7F75283057307E30593002005000440046002F0058002D0031006100206E9662E0306E00200050004400460020658766F84F5C6210306B306430443066306F3001004100630072006F006200610074002030E630FC30B630AC30A430C9309253C2716730573066304F30603055304430023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /ExportLayers /ExportAllLayers
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize false
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.28346
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


