
 

日本ファッションクリエーター協会会報 第 90号 2021年 8月 

だより 

 

 
 

第 39 回 JFCA 役員会・理事会 

日時 2021年 7月 5日 (月) 10時 30分 

場所 市ヶ谷洋服会館 

参加者 出席 8名  委任状 14名 

 

1. 会長挨拶 家内 千恵子  

2. 2021年度事業計画案 会計予算案 

3. 新旧役員紹介 
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2021年度 総会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍、感染者増加で恐怖の中、勇気を出して７月５日市ヶ谷洋服会館で行わ

れた理事会に参加しました。案の定少人数でしたが、会長はじめ集まった役員と会

員で、各部の行事や匠の技イベント、その他の議題について話し合いました。 

また休会についての話、新入会員入会金の特典について等々。 

会員の皆様コロナのせいでずいぶん疎遠になってしまった気がいたします。 

１日も早くコロナが収まって元気な皆様にお会いしたいです。 

そして楽しい日々が戻ってくることを切望しています。 

青 木 君 子 

 

会長挨拶 

暑かった夏も終わりに近づき会員の皆様にはますますご健勝のことと思われます。

食欲の秋を楽しみたいところですが、新型コロナウイルス感染症による度重なる感染

防止対策の中、会員の皆様も未だ不自由な生活を送られていることと思います。 

この新型コロナウイルスはこれまでの生活様式を一変するような事態を引き起こ

しましたがこれを機に様々なことが変わり始めております。 

SNSなど情報発信が日常化してきている今、マスメディア

から一方的に伝えられるのではなく個人からの発信が可能と

なり、情報があふれる中自分自身に必要な情報を見極めるこ

とが必要です。 

アンテナを張っていろいろなことに興味を持ちこれからも新

役員はもちろん協会員一丸となって発展的に共に前に進んで

いきましょう。        家内千恵 子  
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新役員紹介（敬称略） 

 

会 長 家内千恵子 

日本ファッションクリエーター協会の発展に向けてみんなで協力しましょう。 

副会長 五十嵐彩衣 

企 画 小林万里子 小林久子 

広 報 小石則 鏑木祐子 

会 計 五十嵐彩衣 山本アケミ 

検 定 川西正子 森山敏子 

事務局 中野純子 

 

 

新会員紹介 

西室充子先生の下で洋裁を学んでおります清水喜美江

です。まだまだ技術習得まで途中段階ですが今後も楽しみ

ながら洋裁を続けていきたいと思っています。力不足です

が少しでもお手伝い出来る事がありましたらとこの度入

会させていただきました。今現在小さなブランドを立ち上

げて展示会などしています。先生方に色々と教えていただ

けたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願い致しま

す。 

住所 〒402-0004 山梨県都留市古川渡 665-4 

TEL  0554-45-8471 携帯 090-1128-2038 

スタイルオブイル http://wwwilestyl.com 

 

入会させて頂きました古郡由美子と申します。職業訓練

にて家内先生とお会いすることが出来、現在に至っており

ます。また、ハンドで描いたスタイル画に、デジタルを使

ったデザイン表現で就職活動に役立つような訓練の講師

をさせて頂いております。これまでもファッションクリエ

ーター協会のイベントへ度々出席させて頂いて、先生方に

大変お世話になっております。イベントやファッションの

研究を楽しんで、そういった輪が広がってほしいと思って

おります。 

至らない点ばかりでございますが、楽しい活動のな

か今後とも指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

住所 〒135-0016 江東区東陽 2-3-4-108 

TEL  070-8368-2962 

  

清水喜美江さん 

古郡由美子さん 

http://wwwilestyl.com/
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Tokyo Tokyo ALL JAPAN COLLECTION          

 

東京・日本各地の魅力発信イベントに参加して 

東京 2020 大会の機会を捉えて、東京・日本各地の産業の魅力を発信するイベント

「Tokyo Tokyo ALL JAPAN COLLECTION」が、オリンピック・パラリンピック大会

の期間中 7月 19日～9月 5日迄、東京スポーツスクエアで開催されています。 

 コロナウイルス感染症禍の開催が決定したのは、7月 15日で本番間際でした。6月

7 日の説明会、7 月 5 日の下見等も含め、全てがギリギリの決断ではなかったかと思

います。イベントが中止になるかもしれない中の準備でしたが、出展するのだから出

来る限り形を整えて臨みたいと思っていました。 

 ブース内がやや広めでしたので、ボディ 2体、壁面展示 6作品、その他オーガニッ

クコットンの作品群をメインにしました。ところが入館者の制限があり、いつものイ

ベントとは様変わりでどのブースも賑わいはありません。そのような中でも外国のメ

ディアの方が JFCAのブースに足を止めて下さったのはなによりでした。  

東京都依頼のプレゼント作品スタイ（よだれかけ）についてこんな事がありました。

ブースを訪れたお腹の大きな女性がスタイを手にして、来月生まれるお子さんの為に

「手作りをしてみたい」と嬉しそうに持って行かれました。皆で用意したマスク・あ

づま袋・スタイの作品を全て配布することが出来ました。 

五十嵐彩衣 
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匠の技 東京手描き友禅 

 

８月 25日 ALL JAPAN COLLECTIONの初日にお隣のブースで東京手書き友禅の実演パ

フォーマンスが行われていたのでちょっと取材させて頂きました。 

 

（１図）手描き友禅の実演 

まず下絵から名工の手はスルスル筆を走

らせ白地のちりめんの上に想いのまま図

柄を描いていきます。 

この下絵のインクなるものはつゆ草の花

を凝縮させて和紙に浸み込ませ乾燥を繰

り返して保存。使う時に水で溶かして濃い

藍色の液に。 

この下絵は水に流せば消えてしまうそう。先人たちの知恵と努力の賜物。 

川で流す友禅流しの意味が分かりました。この下絵を糊でなぞります。（糸目糊置き）

次に色を入れる。（友禅挿し）（伏せ糊）と色を重ねていきます。 

 

 

（２図）手描き友禅の扇子。 

お向かいのブースに目をやると葛飾の職

人さんたちが小物を出展していて何とそ

こにも手描き友禅が。この虎の絵に見入っ

ていると作者の方が声をかけて下さって、

聞けば工房は JR 新小岩付近だそう。そん

な近いところにと驚いて”見学させてい

ただけますか？”と私。”体験もあるので

是非どうぞ”と快諾のお返事でした。 

 小石 則 

 

東京手描き友禅（江戸友禅） 

京友禅、加賀友禅と並び、日本三大友禅のひとつ。友禅は日本で最も代表的な 

染色法で、元禄時代に京の扇絵師、宮崎友禅斎が創始。友禅染は染の着物の最高峰

ともいわれている。東京手描き友禅は、江戸の町人文化から生み出された都会的セ

ンスの洒落感と渋く落ち着いたシックな色調が特長。 

 

【葛飾ブランド町工場物語より】 
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SDGs ちょっとしたリメイク アイディア作品 

 

≪大きい傘からエコバッグが２つとれました。≫ 

(鈴木正子) 

  

紐部分 

バックル 

C A 

≪作ってみようバッグの替えベルト≫ 

(川西正子)  

 

斜め掛けのベルト、どのバッグにも取り

替えて楽しむことができます 
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美術館巡り＜洋服の歩み＞（2021年 9月 6日まで）家内千恵子 

 私たちが仕事にしている洋裁の日本でのファッションの歴史が紐解かれるとても

良い展示会が新国立美術館で開催されており先日観に行ってきました。“ファッシ

ョンインジャパン 1945～2020流行と社会”とうたわれたその企画展はモンペからサ

ステナブルさらにその先へ、懐かしいもの、初めて目にするものそしてこれからの

洋服はどうなるのかを考えさせられる展示会でした。 

現在のコロナ禍の状況でマスクが当たり前、社会の変化に応じて移っていく価値観

や美意識は変化し、人はどのような衣服と其れを着る身体を理想としたかをたどる

展示会で、私たちが産まれる少し前から洋装化が始まったファッション史、この展

示では消費の動向にも目を向け時代を区切り社会の動きをとらえ，更にファッショ

ンのつくり手と受け手にも光を当て、今思うと懐かしい、そして新しいファッショ

ンについても語り掛けて来ています。 

昨今情報化時代ではありますが、インターネットでは入手できない情報、手仕事の

価値が高まっているのも事実です。「サステナブル」あるべき暮らしという問題意

識が芽生え共有されるようになった今も人が身体に衣服をまとうということは永遠

に続くのですから、私たちの仕事は永遠に続きます。 

皆さんコロナに負けずコツコツとそして明るく仕事頑張りましょう。皆で美術館な

どにいける日が来ることを望んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美術館巡り＜北斎づくし＞(2021年 7月 22日～9月 17日）小石則 

 

まず膨大な絵手本の陳列に圧倒されます。森羅万象あ

らゆるものが緻密で丁寧に絵図で描かれていて 

まさに今に至る漫画大国日本の DNAのルーツがここ

に。 

北斎といえば富嶽三十六景、富嶽百景で富士山と荒

波、北斎ブルーを連想しますが江戸庶民の生活をテー

マにした作品も多くその時代に生きた人々がいきいき

とユーモラスに描かれています。  

ファッションインジャパン 1945～2020流行と社会 
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ＪＦＣＡ行事  

月 日 行事名 場所 参加者 

３ 28(日) JFCA役員会 池袋マイアミヴィラ 6名 

６ 

7(月) ものづくり・匠の技の祭典 2021説明会 東京仕事センター １名 

10(木) 
技能士会連合会第７回定時社員総会及

び第 13回理事会 
KKRホテル東京 中止 

７ 

5(月) JFCA 役員会・理事会 東京洋服会館 2Fロビー 8名 

5(月) ものづくり・匠の技の祭典 2021下見 東京スポーツスクエア 1名 

25(日) 
東京の産業等の魅力発信 

（匠の技ブース） 
東京スポーツスクエア 15名 26(月) 

27(火) 

８ 9(月) 

広報取材、国立新美術館ファッションジ

ャパンと東京ミッドタウンホール北斎

づくし 

六本木 2名 

 

≪お知らせ≫ 

 10月 31日  日暮里「ミシンショップ タケダ」にて講習会開催 

プロによる“美しい写真の撮り方”／小林久子さん袖の立体裁断 

 12月 18日～19日 “ものづくり・匠の技の祭典 2021”開催 

 

 

日本ファッションクリエーター協会（ＪＦＣＡ） 

洋裁指導者の素敵な仲間たちの協会 

生徒自作自演のファッションショーを隔年開催 

婦人子ども服製造技術検定を推進 

講習会・旅行会（海外旅行も含む）など実施 

指導者のご加入を歓迎いたします。 

事務局〒235-0042 横浜市磯子区上中里 420-3 ℡/FAX 045-771-9237 

 

 

＜編集後記＞ 

２年目を迎えたコロナ禍はデルタ株に変異して未だに自粛の日々、JFCA2021年上半

期の催しはほとんどがつぶれてしまいました。 

この様な状況下、会員の皆様のお声をあまりお届けできないジレンマがありました

が、それでもここに表紙を入れて 8ページの冊子が出来上がりました。これも一重

に原稿をお寄せ下さった会員の方々のお蔭と深く感謝申し上げます。 

家内会長にも大変お世話になりました。この場を借りて改めてお礼申し上げます。 

広報  小石 則  鏑木祐子 


