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第156回理事会開催
（2018年（平成30年）10月11日（木）、14：00～、ホテルグランヴィア大阪）
当工業会の第156回理事会を

原案どおり承認可決されました。

開催し、すべての議案を審議し

議題3．会員の異動について

ました。ご来賓として経済産業

2018年（平成30年）7月26日付でアサヒ繊維機械株式会

省製造産業局産業機械課の玉

社（正会員）が退会しました。

井 優子課長殿、工藤 勉課長補

※会員数

佐殿、渡部 圭次係長殿にご臨
眞壁八郎 会長

正会員 34社

席いただき、平成31年度経済産

賛助会員 9社1団体

合計 44社団体

議題4．JIAM2020の取り組みについて

業政策の重点他についてご説明いただきました。

現在までの活動状況を報告しました。

議題及び審議の概要は以下のとおりです。

議題5．共通基盤ネットワーク研究会の取り組みについて

また、理事会終了後、別会場において懇親会を開催し

第1回（7月27日（金））、第2回（9月6日（木））に開催した

情報交換、意見交換が行われました。

同研究会の概要を報告しました。

議題1. 平成30年度上期の事業概要及び議題2．平成30年

議題6．今後のスケジュールについて

度下期の事業について
会議・行事名等

2018年（平成30年）7月末現在

今後の主要な行事等は以下のとおりです。
日時・時間・場所

議題他

平成31年新年賀詞交歓会

2019年（平成31年）1月17日
（木）
13：30 ～ 15：00 日本工業倶楽部

新年賀詞交歓会

第157回理事会

2019年（平成31年）3月2日
（土）
11：10 ～ 13：00
日本工業倶楽部

①平成30年度事業報告、決算報告
②平成31年度事業計画、予算
（案）
③第39回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクールについて
④JIAM2020の取り組みについて 他

第39回ホームソーイング小・中・
高校生作品コンクール表彰式

2019年（平成31年）3月2日
（土）
13：30 ～ 15：00 日本工業倶楽部

入選作品表彰式

第158回理事会（書面審議）

2019年（平成31年）5月

①平成30年度事業報告・決算報告
②平成31年度事業計画・収支予算
③第50回定時総会の開催 他

第50回定時総会

2019年（平成31年）6月7日
（金）
14：30 ～ 16：30 日本工業倶楽部

①平成30年度事業報告、決算報告
②平成31年度事業計画、収支予算
③JIAM2020の取り組みについて
④任期満了に伴う役員の選任について

第159回理事会

2019年（平成31年）6月7日
（金）
16：30 ～ 16：45 日本工業倶楽部

①会長、副会長等の選定について

第50回定時総会後
懇親パーティー

2019年（平成31年）6月7日
（金）
17：00 ～ 18：30 日本工業倶楽部

定時総会後の懇親会
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他

他

他

「経済産業省子どもデー」への参加
参加会員

毎年行われる「こども霞が関見学デー」は、経済産業省

家庭用ミシンメーカー6社（会社名五十音順）

をはじめとした府省庁等が連携して、業務の説明や省内

㈱ジャガーインターナショナルコーポレーショ

見学などを行うことにより、親子の触れ合いを深め、子供

ン、蛇の目ミシン工業㈱、ＪＵＫＩ㈱、

たちが広く社会を知る社会活動の機会とするとともに、府

㈱ハッピージャパン、ブラザー工業㈱、

省庁等の施策に対する理解を深めてもらうことを目的とし

㈱ベビーロック
内

て実施しています。
当工業会は今年も8月に行われた「経済産業省子ども

容

①ミシンについての簡単な説明
②ホームソーイング小・中・高校生作品コンクー

デー」に参加し、産業機械課のご指導、ご協力をいただ

ルの紹介

き、家庭用ミシンを使ったソーイングの普及促進活動を実

③家庭用ミシンメーカー６社の協力によるソー

施しました。概要は以下のとおりです。

イング小物づくり体験
参加会員６社から提供されたミシンを使用し、１時間１

日
場

時
所

2018年（平成30年）8月1日（水）、2日（木）

コマで1日5回の実施で30名が体験し、2日間で60名が参

10：00～16：00

加しました。親子でミシンに向き合い、各社のアテンダーに

経済産業省

よる指導のもと楽しく体験を行いました。

別館１階会議室
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第1回及び第２回共通基盤ネットワーク研究会開催
政府が進める「コネクテッドインダストリーズ」に対応し

２回開催し、縫製機械及び関連機器等の共通基盤に関す

て、当業界並びに川上から川下業界を含めた生産工程の

る検討を行い、関係者との意見交換、情報交換を行いまし

標準化、データ連携に取り組み、縫製機械製造業の競争

た。研究会の概要は以下のとおりです。

力を高めることを目的に、共通基盤ネットワーク研究会を
（1）第１回
日

時

2018年（平成30年）7月27日（金）14：00～16：30

場

所

東海大学校友会館（参加者 43名）

内

容

1）事例紹介：「RRIの全体概要とIoTによる製造ビジネス変革WGの活動」
● 講演者：ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）事務局長

久保 智彰 氏

2）事例紹介：「ファッションテックの取り組み事例」
● 講演者：光和衣料㈱

代表取締役社長

伴 英一郎 氏

3）事例紹介：「センチュリーグループの取り組み事例」
● 講演者：㈱センチュリーエール

代表取締役社長

森本 尚孝 氏

（2）第２回
日

時 2018年（平成30年）9月6日（木）14：00～17：00

場

所

東海大学校友会館（参加者 48名）

内

容

「CAD/CAMメーカーによるプレゼンテーション」

1）事例紹介：「CAD仕様書
●講演者：東レＡＣＳ㈱

メーカーからみたCT40対応標準化について」
取締役営業部長

加藤 隆彦 氏

2）事例紹介：「CAD関連データ連携について」
●講演者：㈱ユカアンドアルファ

ゼネラルマネジャー

中村 恵子 氏

3）事例紹介：「川上製作所の取り組みについて」
●講演者：㈱川上製作所

東京支店副支店長

吉本 正人 氏

第３回研究会はミシンメーカーなどによるプレゼンテーションを行い、その後、プレゼンの補足、取りまとめを行う予定
です。

第1回 研究会

第2回 研究会
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内外展示会でPR活動
2018年（平成30年）9月13日（木）から16日（日）まで、台

京ビッグサイトで開催された「第55回東京ファッション産

湾南港展覧会で開催された「TTG（台湾国際紡織繊維機

業機器展（FISMA TOKYO）」でJIAM2020のポスター

械展）」へJASMAブースを出展し、JIAM2020のポスター

を掲示し、出展案内、開催概要を配布しました。２年後に

を掲示するとともに、出展案内、開催概要を配布しＰＲ活

開催するJIAM2020に内外関係者は高い関心を示してい

動を行いました。更に、10月3日（水）から4日（木）まで、東

ました。

55th FISMA TOKYO開会式

TTG JASMAブース

第39回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール作品募集締め切り
全国の小・中・高校生を対象とした第39回ホームソーイ

入選作品表彰式は、2019年（平成31年）3月2日（土）、

ング小・中・高校生作品コンクールの作品募集は10月31日

13時30分より日本工業倶楽部（東京都千代田区丸の内）

（水）で締め切り、多くの作品が寄せられました。関係各

で行いますので、ご期待下さい。

位のご協力に厚く感謝いたします。今後は12月に開催する
第一次、第二次審査会で入選作品が決定します。

編

集

後

記

9月の全米オープンテニス選手権での大坂なおみ選手
の優勝は、今年のスポーツ界のビッグニュースではない
でしょうか。彼女の試合後のインタビューも相手へのリ
スペクトを忘れず、チャーミングでユーモアがあり大変好
感が持てました。
工業会のニュースとしては、新しい試みとしてコネク
テッドインダストリーズに対応して、縫製工場の企画・裁
断から縫製、仕上までのデータ連携に取り組み、当業界
の競争力向上を目的に共通基盤ネットワーク研究会を設
立して活動を始めています。
今号ではその経過報告などが紹介されています。引き
続き会員の皆様のご協力をお願いいたします。 （I.T）
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