
 (一社)日本家政学会 2020度第４回(通算 482回)理事会議事抄録 

 

開催日時 ： 2021 年 1 月 9 日(土)13：30〜17：15 

開催場所 ： オンライン会議 

出席者： 香西会長、綾部、今川各副会長、東、川端、岸

本、久慈、倉持、黒子、薩本、鈴木、高橋、福地、藤

井、望月、柳澤、吉川各理事、久保、高村各監事 

【議案】 

第１号議案 入会申し込み者(綾部副会長) 

2020 年度：正会員 13 名､学生会員 7 名、2021 年度：正

会員 1 名の入会を、満場一致で承認した｡2021 年度から

の永年会員 14 名を満場一致で承認した。 

第２号議案 代議員総会・年次大会(香西会長) 

(1)2021 年度代議員総会議案書案、および、各支部・部

会・若手の会の事業報告・事業計画を取りまとめる作成ス

ケジュール案が示され、満場一致で承認した。 

(2)第 73 回大会概要、プログラム案に代わる資料として学

会誌 72-1 号巻頭記事案が示され、満場一致で承認した。

大会ポスターは、提案されたデザインをベースにして、修

正することを満場一致で承認した。 

(3)シンポジウムの演題および講師案が報告され、満場一

致で承認した。 

(4)委員会･部会･若手の会から提案された大会活性化企

画案 7 件について、部会の申請については総額を 20 万

円以内に調整することを含めて、満場一致で承認した。 

(5)第 73 回大会予算案が示され、参加者増に努めて、黒

字とする案を満場一致で承認した。 

(6)学会誌 72-1 号に掲載予定の第 73 回大会案内案が示

され、振込期日の表記について若干修正を加えることを

条件とし、原案を満場一致で承認した。 

(7)研究発表会要旨は、第 72 回大会と同様に、J-STAGE

にアップロードすることを、満場一致で承認した。 

(8)研究発表審査委員会は、審査の質を保証できるよう対

面でない方法で開催する方向を検討することについて、

満場一致で承認した。 

第３号議案 家政学夏季セミナー(今川副会長) 

セミナー計画案が示され、満場一致で承認した。 

第４号議案 学会賞選考委員会(綾部副会長) 

各委員会から 2021年度学会賞 2名、奨励賞 1名の推薦

を受け、出席理事 17 名による投票が行われ、学会賞 2 名、

奨励賞 1 名の授賞が決定した。 

第５号議案 功労賞推薦委員会(綾部副会長) 

2021 年度功労賞授賞候補者の実績が示され、3 名の授

賞を、満場一致で承認した。 

第６号議案 名誉会員審査委員会(綾部副会長) 

2021年度名誉会員候補者 1名の実績が示され、出席理

事 17 名による投票が行われ、代議員総会に推薦すること

が決定した。 

第７号議案 企画・広報委員会(今川副会長) 

(1)家族関係学部会の部会長、若手の会代表の交代届を、

満場一致で承認した。 

(2)2021 年度活動助成および支部活性化サポートの応募

は、年 1 回の同期間とすることを、満場一致で承認した。 

第８号議案 家庭生活アドバイザー資格認定委員会(東

理事) 

2020 年度の講習会および認定試験は、オンラインで実

施したことが報告され、認定試験合格者の資格認定を満

場一致で承認した。 

第９号議案  その他(綾部副会長) 

協賛依頼 2 件、後援依頼 1 件を、満場一致で承認した。 

【報告】 

報告事項１ 退会申出者および会員動向等(綾部副会長) 

2020 年 12 月末日付けの退会申出者および会員動向が

報告された。 

報告事項 2 支部報告(各支部長) 

各支部から、活動実績および予定が報告された。 

報告事項 3 総務委員会(綾部副会長) 

(1)中国・四国支部の内規策定・改正を学会規程等集に

反映させることが報告された。 

(2)学会での Zoom 契約を 2 ライセンス取得することが報告

された。 

報告事項 6 情報管理委員会（福地理事） 

家政学文献索引データベースは、4月以降は学会HPで

公開予定であること、国立国会図書館「インターネット資

料収集保存事業」への参画、情報利用の進捗について

報告された。 

報告事項 7 国際交流委員会（倉持理事） 

 国際交流セミナーと、IFHE の年会費納入の送金代行

サービスについて報告された。 

報告事項 8 編集委員会（吉川理事） 

 執筆要領の改正と、学会誌第 72巻表紙デザインについ

て報告された。 

報告事項 9 刊行委員会（今川副会長） 

「住まいの百科事典」が年度内に刊行されること、次に

食分野での刊行が予定されていることが報告された。 

報告事項 10 家庭生活アドバイザー資格認定委員会(東

理事) 

第 73 回大会にて、今年度合格申請、承認された 5 名の

認定証交付式を行うことが報告された。 

報告事項 11 東日本大震災生活研究プロジェクト (久慈

理事) 

「たべる つくる 石巻 秋冬版」の刊行が報告された。 

報告事項 12 生活科学系コンソーシアム （藤井理事） 

第 12 回生活科学系博士課程論文発表会について報

告された。 

報告事項 13 生活やものづくりの学びネットワーク（薩本理

事) 

ネットワーク事業がオンラインで開催されたこと、次回は

2021 年 3 月に開催されることが報告された。  以上 
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