
 

日本ファッションクリエーター協会会報 第 91号 2022年 1月 

 

だより 

 

 

 

第 41 回 JFCA 役員会 

日 時 2021年 10月 31日 (日) 10時 30分 

場 所 タケダミシン 

参加者 出席 7名 

 

会長挨拶 

明けましておめでとうございます。 

 正月三が日は寒くとも良いお天気に恵まれましたが、ここに来て日本中が雪

に見舞われ各地に被害が出て、コロナと変異株オミクロンで家にこもる日が続

いております。 

 もうすぐ春が来ます、暖かな春が来て落ち着きましたら皆様とお会いし、楽

しいひと時を持てますよう役員一同協会運営に力を注いでおります。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

家内千恵子 
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ものづくり・匠の技の祭典【ファッションショー】2021 

 

令和 3年 12月 18日（土）”未来につなごう、日本の技”と銘打ってファッション

ショーがオンラインのみで開催されました。無観客ではありますが、サポーターで

ある女優の武田玲奈さんがウエディングドレスを着て登場するなどしてショーは盛

り上がりました。クリエーター協会からは、下記記載の 10点を出展いたしました。 

 

 協会会員 作品一覧 

     

(1)埼玉グループ (2)小嶌美恵子 (3)小石 則 (4)鈴木正子 (5)大森久子 

     

(6)家内千恵子 (7)中野純子 (8)小石 則 (9)西室充子 (10)大森久子 
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匠の技 祭典【ファッションショー】 

 

 

作品名 デザイン・製作者 

（1） コートドレス 埼玉グループ 

薄いサテンに縮むシートを使って陰影をつけた布に加工して製作しました。 

（2） ワンピース 小嶌美恵子 

濃いピンクの布の上にチュウルレースをかけ強い色調を少し柔らげて、デザイ

ンはアンバランスなラインを強調してみました。 

（3） アンサンブル 小石 則 

ベスト、スカート、プルオーバーのカジュアルなアンサンブル。リブのニット

地に毛糸で刺繡をしたのがポイント。 

（4） ハーフコート＆ブラウス＆スカート 鈴木正子 

大島紬の着物地でロングジュケットを。スカートは後ろにプリーツを入れ軽や

かさを演出しました 

（5） ツーピース 大森久子 

着物地のジャケット。8枚はぎのスカートには三角マチを入れて軽やかな動き

を出しました。大き目のカフスとたっぷりの袖のギャザーがポイントです。 

（6） ワンピースとハーフコート 家内千恵子 

ワンピースはオフホワイトのネップツイード。付け替えできるレースの衿とロ

ーウエストのギャザーがポイント。シャギーのオレンジ色のハーフコートを組

み合わせました。 

（7） ドレス 中野純子 

着物のリメイク。大胆な切り替え線に別布を配したロングスカートとボレロの

組み合わせ。 

（8） スヌードとワンピース 小石 則 

ワンピースはバルーンのシンプルなライン。普段の着回しにも重宝します。ビ

ーズをあしらったスヌードを着けると一気にパーティ－気分。 

（9） ドレス 西室充子 

黒のウールジョーゼットに、金ラメの布と黒のレースを切り替えて大胆な斜め

のラインがポイント。シルエットを Aラインにすることで足さばきも良く優美

な大人の一点。 

（10） コート＆ワンピース 大森久子 

黒留めそでのリメイク。衿のラインが綺麗なジャケットと鮮やかなグリーンが

目を引くワンピース、バッグとマスク入れもお揃いで作りました。 
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匠の技 祭典【展示作品 テーマ SDGs】 

 

≪展示作品についてのインタビューを受けて≫ 

 

クリエーター協会は５点の作品を出展。どれもアイディアに優れた説得力のある展示

作品でした。 

家内会長・五十嵐副会長・中野事務局長の３人が、展示作品のインタビューを受け、

『本来、我々の布を使った手仕事の世界では「もったいない精神」から、古い着物の

リメイク、残布を利用してバッグや小物を作るなど、持続可能なゴールを目指してモ

ノ作りをして来たと自負するところです！！』とお伝えしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出品者 

家内千恵子 五十嵐彩衣 中野純子 

鶴丸礼子 川西正子 * * 
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会員情報 

 

 卓越技能章を受賞して  （川西正子） 

2021 年厚生労働大臣表彰の卓越技能章を日本ファッション

クリエーター協会より推薦いただき受賞出来大変うれしく身

に余る思いで感謝しております。 

 広島県で生まれ、各種専門・洋裁・和裁・小倉洋裁学院を卒

業し、婦人服オーダー仕立て職につきました。結婚と同時に主

人の転勤で相模原の住人となり、子育てをしながらポポロカル

チャーで(5年間)布を預かり、デザインも任せていただき売れ

る商品をつくりました。 

 その後 文部省認定・上級そして 厚生労働省認定・国家検

定 1級取得、指導員免許取得と頑張って来ました。技能グラン

プリ挑戦のチャンスが有り諸先輩方にご指導いただき大勢の仲間に支えられて今日

まで参りました。 

自分にできることを一人でも多くの人に伝えようと言う気持ちも湧いてきて川西

創 ing教室を開設(自宅教室)洋裁歴 60年余りです。 

 厳しい時代の今、これまで培った技術で職人塾の実習生の受け入れ、イベント、ま

た検定を目指す後進の指導など一層頑張っていきたいと思います。 

日本ファッションクリエーター協会のますますのご発展と皆々様のご健勝を心よ

りおいのりもうしあげます。 

 

 お知らせ 

日本ファッションクリエーター協会創設者の一人、現在相談役

の岡あつ子先生が卒寿(９０歳)を迎え、一年がかりで自叙伝を

書かれました。 

手作りソーイングの発展の為に書かれたこの自叙伝は、2022

年春ころ出版を予定しております。テーマは「一期一会」。 

日本ファッションクリエーター協会の発展に貢献してくださ

っている岡先生は、現在(コロナ禍)の協会の活動についても、

役員が大変努力しているにもかかわらず、思うように皆様に伝

わりにくいことをご心配いただいております。 

 人と人の出会いを大切に、一人でも多くの人にソーイングの

楽しさを伝えられるように、協会員一丸となって今の困難な時を乗り越えていきたい

と思いますので皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

  日本ファッションクリエーター協会  会長 家内千恵子  
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講習会に参加して 

 

 役員会・会計監査・講習会に参加して  （房枝マサ子） 

10月 31日日曜日 日暮里ミシンショップ 

タケダにおいて役員会、中間監査を行い午後

からは講師川西正子先生による国家検定 2級

のブラウスの製図と縫製のコツを教わりまし

た。 

 袖山の位置などの説明を受け和気あいあい

と楽しく講習会が行われました。久しぶりに皆

さんと会えましたがもっと多くの会員が集え

る時が来るとよいなと思いました。 

 

 「東技連 高齢者タブレット講習会」に参加して（五十嵐彩衣） 

 12月 5日、 市ヶ谷の洋服会館 6階の東京都技能士連合会事務局にて、上記の講

習会が行われました。何年も前から、東京都などの公的連絡事項は、全てパソコン

による電子メールが、一般的になってきまし

た。FAXも使用しません。このような状況下

で、高齢者はついて行くことが大変です。パ

ソコンだって慣れですよ～！と言われます

が、それも大変です！！そこで今回の講習会

に参加いたしました。 

 当日、タブレットの扱い方も、丁寧に教え

て下さいました。少しずつ、皆さんに追い付

くように励みます。 

 

 グッチ銀座展示に受け継がれる貴重なアーカイブを特別展示 

グッチアーカイブ展(入場無料) 

会場：グッチ銀座店 3階  中央区銀座 4-4-10 

時間：11時～20時 

電話：グッチジャパンクライアントサービス 

0120-99-2177（10：00～21：00まで） 

「ハウス・オブ・グッチ」の撮影に使用されたアイテ

ムが展示されています。 

映画は(１月 14日より全国ロードショー)  



-7- 

美術館巡り 

 銕仙会青山能 浮舟 を見て 家内千恵子 

「源氏物語」のその昔、薫中将に囲われ宇治に隠れ住んでいた浮

舟。忍び訪ねてきた句宮にも愛され板挟みの恋に苦悩した浮舟の

話。二人の貴公子の間で揺れた浮舟の物語を描いた能で二人の愛に

苦しみ亡霊となって僧に助けを求め成仏するお話で衣装の素晴らし

さと舞の美しさに見とれました。 

能は川崎でも青山でも見ることができます。興味のある方は銕仙会

にて電話で予約できます。03-3401-2285(平日 10時～17時) 

 手作りのヒント     古郡由美子 
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ＪＦＣＡ行事 2021年９月～2022年１月 

月 日 行事名 場所 参加者 

9 

8 東技連「広報部会」 洋服会館２F会議室 １名(家内) 

10 19 21 28 ３者会議 リモート会議 ３名(家内・五十嵐・中野) 

10 

 

12 13 22 30 ３者会議 リモート会議 ３名(家内・五十嵐・中野) 

31 第 2回役員会 日暮里ミシンショップタケダ ７名 

31 第 2回検定 2級研修会 日暮里ミシンショップタケダ ８名 

11 9 15 ３者会議 リモート会議 ３名(家内・五十嵐・中野) 

12 

 

5 パソコン教室 ジェントリーホール １名（五十嵐） 

18 19 匠の技の祭典 2021 東京ビックサイト 多数 ３名 

22 R4 1/16 ３者会議 リモート会議 ３名(家内・五十嵐・中野) 

 

≪お知らせ≫ 

 2022年 2月 20日 

日暮里「ミシンショップ タケダ」にて小林久子さん袖の立体裁断講習 

 

 
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＞ 

 

 新型コロナもデルタ株からオミクロン株へと移り、未だ感染の脅威に晒されてい

ます。この２年間のコロナ禍で、JFCAの活動は儘ならず厳しい状況が続いておりま

す。しかし、このような中で、岡先生の卒寿記念「一期一会」の自叙伝が出される

ことは、私たち会員にとって、光明を見出したように喜ばしい出来事と感じており

ます。さて、匠の技の祭典もオンラインでのファッションショーが行われるなど様

式を変えて実施されました。これも、コロナ禍での生活様式の変化なのですね。 

結びに第 41号発行にあたり原稿をお寄せ下さった方々、お手伝い頂きました家内

会長に心より感謝申し上げます。 

広報  小石 則  鏑木祐子 

 


