
令和３年度事業報告 

           （令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日）    総務部 伊賀玲子 

年月日 事 業 内 容 場  所 

令和３年  3/19 

 

４月   6~16  

  20 

       23     

2021 全日本洋装技能ｺﾝｸｰﾙ第 1 回合同委員会 中止 

 

前期技能検定願書受付 

2021 全日本洋装技能コンクール下付願い作成・送付 

第 1 回理事会  

全日本洋裁技能協会事務所 

 

 

全日本洋裁技能協会事務所 

東京洋服会館 

５月    25 

25 

28    

第 66 回通常総会（書面表決） 

第 59 回技能五輪全国大会合同会議 

全技連マイスター会 総会 

 

AP 日本橋 

KKR 東京 

６月     4 

5~6 

        15 

22 

29 

第 1 回常務理事会 

技能検定予備講習 

全技連マイスター会 東京支部 総会 

全国技能士会連合会 総会 

東京都職業能力開発協会 総会 

東京洋服会館 

城東職業センター綾瀬 

アルカディア市ヶ谷 

アルカディア市ヶ谷 

東職能神田庁舎 

７月    17 

7/16 

7/19 

     23-8/8 

       25-27 

中央職業能力開発協会 総会 

第 2 回常務理事会 

初夏のセミナー （中止） 

東京オリンピック・パラリンピック 

「魅力発信イベント」 

ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京 

東京洋服会館 

 〃  

 

有楽町スクエア 

８月  

 

 

９月    17 

中旬 

第 3 回常務理事会 

2021 全日本洋装技能コンクール合同委員会 

東京洋服会館 

全日本洋裁技能協会事務所 

１０月   1-2 

 3 

/22 

ものづくりフェアー東京 2021（中止） 

2021 全日本洋装技能コンクール審査会 

第 4 回常務理事会 

 

中野サンプラザ 

東京洋服会館 

１１月     5 

12 

19  

第 40 回全国技能士大会（中止） 

2021 全日本洋装技能コンクール発表会 

第 5 回常務理事会 

 

有楽町朝日ホール（マリオン） 

東京洋服会館 

１２月     17 

17-20 

18-19 

第 7 回常務理事会 

第 58 回技能五輪全国大会 

ものづくり・匠の技の祭典 2021 

東京洋服会館 

ビッグサイト 

  〃 

令和４年    7  

１月     18 

下旬 

役所の挨拶廻り・初顔合わせ 中止 

新年祝賀会 中止 

東技連・東職能合同新年祝賀会 中止 

 

中野サンプラザ 

KKR 東京 

２月      8 

11 

第 7 回常務理事会 

初春セミナー 中止 

東京洋服会館 

  〃 

３月     6-7 

18 

異業種交流会 

第 8 回常務理事会 

KKR 鎌倉 

東京洋服会館 

 ・モード通信 年 3 回発行  ・年 2~3 回技術向上セミナー予定 



教育部                         常務理事  日比 和子 

                                  黒澤 旬子 

                                  中西 真波 

                                  鈴木 和枝 

年 月日  名称 テーマ 講師 場所 

令和３年 

7 月 19 日 

 

初夏のセミナ

ー 

 

新型コロナ感染拡大の為 

セミナー中止 

 

 

東京洋服会館

ジェントリー

ホール 

令和４年 

2 月 11 日 

 

 

春のセミナー 

 

 

 

一部：講義 

二部：実技講習 

新型コロナ感染拡大の為 

セミナー中止 

 

 

金武節子先生 

東京洋服会館

ジェントリー

ホール 

 

                 

検定部                         常務理事  臼井 冨美子 

                                  中林 理香                                   

 

年 月 日 事 業 内 容 場  所 

令和 3 年  

4 月 5 日～16 日 

 

 ６月５日～６日 

 

 6 月 1３日 

 

7 月～８月 

 10 月    

令和 4 年 

 3 月   

 

前期技能検定試験 願書提出 

 

技能検定予備講習会     

               

技能検定予備講習会 

 

技能検定試験 

前期技能検定試験合格者  1 級 6 名 

             2 級 20 名 

後期技能検定試験合格者   

     パタンナー   1 級 3 名 

 2 級 3 名 

 

東京都職業能力開発協会 

 

都立城東職業能力開発セン

ター 

セーヌ洋裁教室 

グローデントルイス洋裁教室 

 

 

特急専門委員       石井 幸子 

中央検定委員       中田 眞理   伊賀 玲子 

東京都技能検定委員    小幡 明子 



 

広報部                               常務理事 三鈷イツ子 

                                       リビ 裕子 

 高橋 里子    

発行 年 月 日 掲 載 内 容 

令和３年６，１０ 

（２０２１） 

 

 

 

 

 

令和３年１２，１０ 

（２０２１） 

カラー印刷 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２，１０ 

（２０２２） 

 

モード通信 26７号  

・令和３年度（一社）日本洋装協会役員改選名簿掲載、 

・会員だより（千田、大日向、高野先生）３人展、アートｸﾁｭｰﾙコレク

ション、） 

・ワンポイントアドバイス、（ウィングカラーの展開） 

・第３１回技能グランプリあいち大会に参加して（金武節子） 

 

モード通信 26８号 

・２０２１全日本洋装技能コンクールを終えて、 

（コンクール運営実行委員長 伊賀玲子） 

         ・コンクール入賞作品掲載 

・コンクール審査委員をして。矢野 剛氏 

・シルクハットの作り方、 

・ドレスに生かしたファゴティング技法、 

         ・youtubu 専用チャンネル開設 

         ・tokyo.tokyo ALL Japan コレクション（東京スポーツスクエア） 

         ・２０２１東京オリンピック・パラリンピック開催 

         

モード通信 26９号 ・新年のご挨拶 

         ・黄綬褒章を受章して、（金武節子） 

         ・卓越技能章を受章して （廣谷きくゑ、佐藤千鶴子） 

         ・東京都優秀技能者、東京マイスター（佐藤順子） 

・千葉県技能士会連合会会長賞 （田中幸子） 

・ラティススモッキングで作ったストール、 

・かんたん洋裁 気軽に羽織れるジャケット 

・見頃原型をジャケット原型に展開する方法 

         ・ものづくり・匠の技の祭典２０２１ オンライン配信 

・アズマ・ソーイング・コネクション開設（副素材も扱うお店） 

 

＊各号とも皆様の協力を得ながら取材活動をして参りました。     

 

 

厚生部                               常務理事  合田 睦子 

 

      

令和３年度の懇親会は、新型コロナ感染拡大の為、すべて中止となりました。 



官城県支部

令和 3年度 事業報告書
(令和 3 4月 1日 ～令和 4年 3月 31日 ) 官城

出席及び

参加人数 場    所事 業 内 容年 ・ 月 。 日

言城県職業能力開発協会令和 3年度前期技能検定願書受付 (5日 ～ 16日 )

第 220号 広報発行5

R3. 4.5

書面表決

1名 仙台ガーデンパ レス

KKRホ テル東示

5 23

27

28

(一社)日 本洋装協会第 66回通常総会

宮城県職業能力開発協会第 43回通常会

全技連マイスター会通常総会

第 71回官城県洋装協会通常総会

令和 3年度仙技連通常総会

全技連マイスター宮城会通常総会

官城県技能士会連合会第 44回通常総会

宮城名工会第 18回通常総会

NDAモ ー ド通配布

書面表決

書面決議

書面表決

書面決議

書面決議

6

7

10

17

19

20

6

7. 15 第 52回東北職業能力開発促進大会 (県独自表彰状伝達式のみとなる)

洋裁技術研修会

中止

中止

秋田県 (予定)

事務所 (大友ビル 203)

30

「ものづくリフェスタinみやぎ2021」

第 221号広報発行

中 止 夢メッセみやぎ

3名 事務所 (大友ビル 203)9.15 第 1回理事会開催

中止

2洛

事務所 (大友 ビル 203)

東ヨ:舞カグリーンプラザ

アクアホ
=′

レ

26

10.  3 洋裁技術研修会

「みやぎ名工展」国、県の名工展示 (太田氏 。扇畑氏)(26日～ 29日 )

11. 3

12

17

30

「あおばまるごと秋まつ り」仙台いきいき青葉区推進協議会主催

2021全 日本洋装技能コンクール発表会

洋裁技術研修会

宮城県職業能力開発関係表彰式

1名

1名

6名

中止

市民広場

有楽町朝日ホール (マ リオン)

事務所 (大友ビル 203)

宮城県行政庁舎 2階講堂

12. 2

10

６

　

８

官城県技能振興コーナーマイスタープロジェクト事業

「ものづくり体験教室」仙台市立桂小学校 5年生対象

第 59国技能五輪全国大会 (東京都)官城県選手結団式

宮城県技能振興コーナーマイスタープロジェク ト事業

「ものづくり体験教室」仙台市立鹿野小学校 6年生対象

NDAモ ー ド通信配布

53名

76名

仙台市立桂小学校

官城県庁舎 1階

仙台市立鹿野小学校

25

R4.1 (‐D日 本洋装協会新年祝賀会

全脚換イスター宮城会「第 11回 新春十職展」扇畑氏 (25日 ～29日 )

中止

1名 東北電カグリーンプラザ

アクアホ滝′レ

2 7

10

27

仙技連設立40周年 。青年部設立30周年記念式典・交流会

NDAモ ー ド通信配布

フォローアップ技術講習会

1名

中止

仙台サンプラザ

素材館マブチ内教室

3. 20 第 222号 広報発行

☆官城県職業能力開発協会検定事業のもと技能検定試験検定委員派遣

8



事業内容 場所 摘要

2021. 4. 前期技能検定願書受付　 1級　10名
婦人子供服製作作業 2級　20名

4. 14 アートクチュールコレクション展
〜 18 大日向敬子、千田芳江、高野秋子
4. 20 若年技能者人材育成支援事業　物づくり

〜 6. 23 ジャケット、スカート縫製実習　全8回
椎名恵美子、小賀公恵、菅谷正

5. 千葉県日本洋裁技能士会総会

第一回研修会　講師

講演と実技指導

5. 一般社団法人日本洋装協会総会 （中野サンプラザ） 中止書面承認

6. 熟練技能者講習　　稲荷田征 千葉県立館山総合高等学校 中止

〜11.
6. 千葉県技能士会連合会通常代議員会 （ちば仕事プラザ） 中止書面承認

6. 6 魅力発信講座　1級　千田芳江 千葉県洋裁技能士会事務所

　　　　　　　2級　荒川浩美 グローデントルイス洋裁教室

7. 23 前期技能検定　1級9名　2級19名　 合格

〜 25 家内千恵子、廣谷きくゑ、遠藤順子 ２級　7名
7. 31 鈴木悦子、向山裕子、岩村優子、 １級　3名
8. 1 田中幸子、道川さよ子、（小田原淳三）
8. 25 魅力発信講座　家庭科教員対象 千葉県立佐倉東高校 中止

10. 6 全日本洋裁技能コンクール出品協力
松本慶子、小賀公恵、廣谷きくゑ、千田芳江

工藤恵美、佐々木悦子、宮崎はま子

係協力　千田、廣谷、小賀、工藤

11. 8 国の現代の名工受章　廣谷きくゑ リーガロイヤルホテル東京

11. 12 全日本洋裁技能コンクール発表会協力
東京商工会議所会頭賞　小賀公恵

東京都職業能力開発協会会長賞　廣谷きくゑ

日本洋装協会理事長賞　工藤恵美

係協力　千田、廣谷、小賀、工藤

11. 17 魅力発信講座 千葉県立寒川小学校 辞退

12. 第2回研修会 千葉県洋裁技能士会事務所 中止

12. 千葉県職業能力開発促進大会 （千葉県文化会館） 中止

千葉県技能士連合会会長賞　田中幸子 千葉県庁

ものづくりマイスター　道川さよ子

12. 25 パターンナー講習会
稲荷田征、千田芳江

1. 19 千葉県技能士会連合会新年祝賀会 （千葉　東天紅） 中止

1. 19 生徒40名
2. 2
16

1. 一般社団法人日本洋装協会新年祝賀会 (中野サンプラザ) 中止

1. 5 アズマ株式会社　見学
2. 後期技能検定　パターンナー 東京都立城東職業能力開発センター

2. 魅力発信講座 (八千代市民ギャラリー) 中止

3. 27 2022年度総会準備 千葉県洋裁技能士会事務所 18名出席

松戸市文化ホール

三年生２５名

千葉県洋裁技能士会事務所

熟練技能者派遣　講師　廣谷きくゑ 木更津東高校 家政科
中止

千葉県立佐倉東高校

(千葉県洋裁技能士会事務所) 中止書面承認

ちば仕事プラザ

中野サンプラザ

有楽町　朝日ホール

2021年事業報告書
2021年4月1日～2022年3月31日

千葉県日本洋裁技能士会

年月日

千葉県職業能力開発協会



４月 １ 国家検定　福岡県職業能力開発協会

８ 於：福岡県支部

28 於：福岡県支部

５月

(一社)福岡市技能職団体連合会定期総会 開催中止

６月 １ (一社)日本洋装協会

6 ※ 書面にて議事採択・決定

28 香蘭ファッションデザイン専門学校

７月 31 国家検定 福岡県職業能力開発協会

８月 8 於：大丸６F花しやぶ

13 於：中央職業能力開発協会

９月 1 (一社)日本洋装協会

11月 3 福岡県支部

4 香蘭ファッションデザイン専門学校

14 於：有楽町ホール

15 福岡県支部

12月 1 (一社)日本洋装協会

1 福岡市立青葉小学校

5 於：大丸６F花しやぶ

15 福岡市立西陵小学校

2月 1 (一社)日本洋装協会

3月 13 於：大丸６F花しやぶ

18 香蘭ファッションデザイン専門学校

25 中央職業能力開発協会

令 和 ３ 年 度 活 動 報 告

福岡支部理事会

令和4年

香蘭ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 職業実践評価会議

中央職業能力開発協会 特級問題作成委員会

福技連マイスター会総会 開催中止

[期間：令和３年４月１日～令和４年３月３１日]

年 月 日 主 な 活 動 実 績 摘　　要

令和３年

令和３年度会計監査、第１回理事会開催

令和３年度前期技能検定申込み
(婦人子供服注文服製作)

福岡市技能職団体連合会の取材（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ掲載）

(一社)日本洋装協会総会 開催中止

ＮＤＡ モード通信発行・配布

(一社)日本洋装協会福岡県支部・福岡県洋裁技能協会 定期
総会 開催中止

夏季講習会 ものづくり体験（香蘭サマーセミナー）

令和３年度前期技能検定試験(婦人子供服注文服製作）

ＮＤＡ モード通信発行・配布

福岡支部理事会

福岡市技能職団体連合会主催 お仕事体験教室の冊子づくり

ＮＤＡ モード通信発行・配布

福岡市技能職団体連合会主催 お仕事体験教室

福岡市技能職団体連合会主催 お仕事体験教室

第２回理事会開催

中央職業能力開発協会 特級問題作成委員会

全日本洋装技能コンクール作品申込み

福岡市技能職団体連合会主催 お仕事体験教室準備

香蘭ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 職業実践評価会議

全日本洋装技能コンクール 入賞作品発表会
（主催：(一社)日本洋装協会、全日本洋裁技能協会）



   令和3年度 ⼭⼝地区事業報告

     ⼭⼝地区代表 井上栄⼦

（令和3年４⽉１⽇〜令和４年3⽉31⽇）

 ⽉  ⽇ 事業内容 備考
 4⽉〜7⽉ ⽂化祭の為のドレス製作指導 岩国⾼校1年、2年
 9⽉〜3⽉ ワンピース製作指導
 4⽉〜10⽉ ファッションショーの為のドレス指導 熊⽑北⾼校３年⽣
  10⽉〜3⽉ 技能検定試験 1級、2級指導 広島
  10⽉〜11⽉ 2021全⽇本洋装技能コンクール 中野サンプラザ

    審査会・発表会協⼒ 朝⽇ホール
 3⽉ ⼭⼝地区 ブラウス講習会 岩国

   令和3年度 ⼤分地区事業報告

    ⼤分地区代表 ⽯⽥きよみ
（令和3年４⽉１⽇〜令和４年3⽉31⽇）

 ⽉  ⽇ 事業内容 備考
 4⽉ ⼤分地区総会 委任状により開催
 5⽉ 講習会 帽⼦ 10⽉に延期
 6⽉ 講習会 ⽴体裁断によるスカート原型 コロナ禍により中⽌
7⽉21⽇ 講習会 ワイドパンツ ソーイングルーム⽯⽥教室
8⽉3⽇〜4⽇ 講習会 ワイドパンツ ソーイングルーム⽯⽥教室
8⽉ ⽼⼈施設訪問 コロナ禍により中⽌
9⽉27⽇ 理事会 アルテジオ
10⽉26〜27⽇ 講習会 帽⼦ ソーイングルーム⽯⽥教室
10⽉ 11⽉ 2021全⽇本洋装技能コンクール 中野サンプラザ

    審査会・発表会協⼒    朝⽇ホール
11⽉ ソーイングルーム⽯⽥教室展⽰・即売会 コロナ禍により中⽌

由布院⼩学校ものづくり教室指導 コロナ禍により中⽌
3⽉11⽇ 理事会 ソーイングルーム⽯⽥教室
3⽉25〜26⽇ 講習会⼿縫いで作るボタンホール他 ソーイングルーム⽯⽥教室



（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

年　月　日 事　業　内　容 場　所

4月3日(土)
土曜教室新設 スタート

(月4回コース)時間13:00～15:30
酒井啓子洋裁教室

4月27日(火)
当教室(新入会生)　基本コース 1回目スタート

ラウンドカラーブラウス（製図）
酒井啓子洋裁教室

5月25日(火)
当教室(新入会生)　基本コース2回目

ラウンドカラーブラウス（裁断・仮縫い）
酒井啓子洋裁教室

6月15日(火)
当教室(新入会生)　基本コース3回目

ラウンドカラーブラウス（縫製）
酒井啓子洋裁教室

7月24日(土)
技能検定本番に向けて予備講習(6時間30分)

指導員2名
酒井啓子洋裁教室

8月3日(火) 技能検定　会場準備(3名参加) 金沢産業技術専門学校

8月4日(水) 技能検定実技試験(2級2名) 金沢産業技術専門学校

8月29日(日) 技能検定学科試験
石川県地場産業振興セン

ター

10/11～10/20

10日間

石川県「子どもの夢実現サポート事業・夢をかなえたい」事業で

小松市立松陽中学校2年生生徒のドレスの製作に協力

デザイン、仮縫いなどの製作指導

酒井啓子洋裁教室

10/21～12/10

４回

上記事業で、学校訪問4回、ドレスの製作指導 小松市立松陽中学校

10月・11月 2021年　全日本洋装技能コンクール発表会に協力

R4 3/13～3/19

7日間

"GOOD ART，GOOD LIFE　よい芸術よい人生"展

作品展示会に出展（生徒3名、特別参加者酒井）計4名
向陽台公民館

　令和３年度　石川地区事業報告　

石川県地区代表　酒井啓子



令和 ３ 年度　東北地区　事業報告

令和 ３年 ４月 １日～ 令和 ４年 ３月 ３１日　　

事　業　内　容 場　所

令和
４月 16 令和３年度　技能検定試験　申込み 宮城県職業能力開発協会 申込者なし

３年
（一社）日本洋装協会 第66回 通常総会 東京 中止（書面決議）

宮城県能力開発協会　定期総会 仙台 中止（書面決議）

宮城県技能士会連合会　総会 仙台 中止（書面決議）

６月 （一社）日本洋装協会　東北地区　総会 仙台 中止（書面決議）

7月 令和３年度　技能検定　実技試験　 受験者なし

8～9 ものづくりフェスタ ｉｎみやぎ2021　　　　 夢メッセみやぎ
（能力開発協会主催小中学校向け体験教室ブース出店） 　　元気まつり

令和３年度　技能検定　学科試験 受験者なし

10月 全日本洋装技能コンクール　 審査会（出品） 東京 ３名

11月 〃　　　　　　　 発表会（出品） YouTube配信 ３名

2 小学生ものづくり体験授業　（ポーチ） 仙台市内小学校 １０名

12月 2 小学生ものづくり体験授業　（トートバッグ） 仙台市内小学校 １０名

令和
１月 （一社）日本洋装協会　新年会 東京 中止

４年
２月 （一社）日本洋装協会　東北地区新年会 仙台 中止

9・16  高校家政科　出張授業　基礎編 宮城県内高校 ２名

３月 14 スキルアップ講習会　１級保持者向け 日本平教室 ７名

その他 〇モード通信　年３回配布

〇理事会　３回開催

年月日

〇東北地区会員　技術講習会　毎月２回開催（日本平教室）

５月

８月

イベント中止
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