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第50回定時総会及び第159回理事会開催
〔2019年6月7日
（金）、14：30～、
日本工業倶楽部〕
当工業会の第50回定時総会及び第159回理事会（総会後）が開催されました。定時総会、
理事会へはご来賓として経済産業省産業機械課 工藤 勉課長補佐殿、安田正一課長補
佐殿、岡田 淳係長殿にご臨席いただき、すべての議案が審議、報告されました。
＜第50回定時総会＞
議題1. ～議題4. 平成30年度事業報告・決算報告、2019年度事業計画・収支予算は原案どおり
議決されました。
議題5. 共通基盤ネットワーク研究会についてはこれまでの活動を報告し、更に本年度に取り組む
内容を説明し議決されました。
議題6. 役員の選任について
任期満了に伴う役員の選任については原案どおり議決されました。新役員は下表のとおり。
＜理事＞
氏

＜監事＞

（敬称略）
名

会

社

名

氏

1

眞壁

八郎

2

清原

晃

3

久野

光康

ブラザー工業株式会社

4

美馬

成望

ペガサスミシン製造株式会社

5

近藤

章吾

ヤマトミシン製造株式会社

6

田島

健二

株式会社ＴＩ
ＳＭ

7

廣瀬

恭子

株式会社広瀬製作所

8

湯原

孝志

一般社団法人日本縫製機械工業会

9

増島 良介

オルガン針株式会社

10

佐藤 銀治郎

株式会社佐文工業所

11

片山

俊介

株式会社ジャガーインターナショナルコーポレーション

12

鈴木

敬造

株式会社鈴民精密工業所

13

渡辺

豊

14

直本

行雄

15

中根

進

株式会社中根製作所

16

錦織

隆

株式会社日進製作所

17

大塚

雅之

18

原田 啓太郎

眞壁八郎 会長

（敬称略）
名

会

社

名

蛇の目ミシン工業株式会社

1

木下

治彦

木下精密工業株式会社

ＪＵＫＩ株式会社

2

春原

要一

東日本金網工業協会

（新任）

議題7. 会員の異動について
2019年5月の第158回理事会（書面審議）で「株式会
社エース」が正会員として、5月21日付で入会されたとの
報告がありました。
（敬称略）
株式会社エース 代表取締役 森澤 英樹
本
社 岡山県倉敷市児島柳田町１８９－１３
資 本 金 1,000万円
取扱製品 ベルトカッター、各種精密部品加工 等
また、正会員の「アイシン精機㈱」は諸般の事情によ
り6月10日付で退会しました。

株式会社TOWA JAPAN
直本工業株式会社

議題8.～議題9. JIAM2020の取り組み（2018年度）、今後
のスケジュールについて報告が行われました。

（新任）

株式会社ハシマ
株式会社ハッピージャパン
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＜第159回理事会＞
議題1. 会長、副会長等の選定について

会長、副会長等の選定は下表のとおり議決されました。安井前副会長は顧問に就任しました。

＜会長、副会長、専務理事＞
役職名

氏

会 長・代 表 理 事 眞壁

名
八郎

会

社

名

役職名

蛇の目ミシン工業株式会社

晃 ＪＵＫＩ株式会社

副

会

長 清原

副

会

長 久野

光康 ブラザー工業株式会社 （新任）

副

会

長 美馬

成望 ペガサスミシン製造株式会社

副

会

長 近藤

章吾 ヤマトミシン製造株式会社

副

会

長 田島

健二 株式会社TISM

副

会

長 廣瀬

恭子 株式会社広瀬製作所

業務 執行理事
湯原
・専 務 理 事

＜顧問＞

（敬称略）

孝志

（敬称略）
氏

名

会

社

名

建夫 ＪＵＫＩ株式会社

顧

問 山岡

顧

問 中根

博 株式会社中根製作所

顧

問 安井

義博 ブラザー工業株式会社

※本年度は部会・委員会及びＷＧの任期満了に伴う委員
改選が行われ、新たな体制で活動することとなりまし
た。新委員の方はよろしくお願いいたします
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第50回定時総会後懇親パーティー開催
第50回定時総会後に懇親パーティーが開催され、総勢
67名の関係者が出席し盛況に執り行われました。当工業
会の眞壁会長から、①第50回定時総会及び第159回理事
会ですべての議案が承認可決した。当工業会は平成25
年に一般社団法人へ移行し、本年3月末に公益目的支出
計画が予定通り完了した。本年度は任期満了に伴う役員
の改選が行われ、一部の役員交替があり、長年当業界に
ご尽力いただいた安井前理事（副会長）が退任され、後
任に久野光康（きゅうの みつやす）氏が理事として選任
された。総会後の第159回理事会で久野理事は副会長に
選定され、残りの正副会長、業務執行理事（専務理事）は
再任された。②当工業会の中心となる事業は、1つ目は共
通基盤ネットワーク研究会の取り組みで、縫製分野にお

から、当工業会の会長職、副会長職を
合わせて24年携わることができ、当
業界のみならず多くの皆様のご支援、
ご協力をいただきお礼申し上げたいと
挨拶があり、引き続き、久野副会長か
ら、当工業会の副会長として地道に取
り組んでいき、縫製機械業界の発展
のために尽力していくと挨拶がありま
した。
その後、ご来賓の経済産業省製造
産業局産業機械課長 玉井優子殿か
ら、
「Connected Industries（コネク
テッド インダストリーズ）」に対応し、

けるコネクテッド・インダストリーズの実現に向けて関係
業界の協力を得て進めて行く。2つ目は、2020年5月20日

新しい技術、製品、サービス、ソリュー
ション等を生み出し続けることが日本

から23日までインテックス大阪で開催するJIAM2020で、
美馬JIAM2020実行委員長が中心になり、積極的に出展
勧誘、来場動員活動を行っている。3つ目は「ホームソーイ
ング小・中・高校生作品コンクール」で次回は節目の第40

経済、製造業の源泉になり、産業全体
の生産性が向上し、内外市場の拡大
に繋がってくる。縫製機械業界は本年
度も「共通基盤ネットワーク研究会」

回であり、従来の事業に来年の東京オリンピックに因ん
で、スポーツ観戦応援グッズ、応援コスチュームを募集して

で、縫製品製造工程のデータ共有が
可能なシステム構築に取り組んでいた

「TOKYO 2020応援プログラム」として成功させたい。
また8月の「経済産業省こどもデー」へ参加し、ミシンを
使った「ものづくり」でソーイング人口を拡げ、更に情報マ
ガジン「ソーイン

だきたい。JIAM2020の成功に向けて
協力するとともに、8月の「経済産業省
こどもデー」や、
「ホームソーイング小・
中・高校生作品コンクール」でソーイン

グ大好き」の広
報活動を強化し
ていくと挨拶が

グ人口の裾野を拡げていただきたいと
のご挨拶がありました。
挨拶の後、当工業会の美馬副会長

ありました。
なお、安井前
理事（副会長）

の乾杯発声の後、歓談し中締めを清
原副会長が行い、盛況のうちに終了し
ました。
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眞壁会長

玉井課長
（経済産業省）

美馬副会長

清原副会長

安井顧問

ソーイング体験コーナーで家庭用ミシンの利用普及をＰＲ
－２０１９日本ホビーショーへの出展－
家庭用ミシンに親しむ場を提供することにより、ホーム

に、表彰式の様子をビデオで紹介し、更に、ソーイング体

ソーイングの普及促進を図ることを目的に、例年通り今年

験コーナーでは、家庭用ミシンメーカー５社による飾り模

も2019日本ホビーショーにJASMAブースを出展しました。

様縫いを使った「オリジナルバッグ」の製作体験を行い、３

2019日本ホビーショーは4月25日（木）から27日（土）までの

日間で247名（生地購入を含む）が参加しました。毎年、女

３日間、東京国際展示場（東京ビッグサイト）で開催され、

性を中心とした多くのホビー愛好家が訪れ、会場全体で初

今年も多くの来場者が訪れ大盛況の中で行われました。

日から３日目の土曜日まで多くの来場者で賑わっていまし
た。JASMAブースも子どもからお年寄りまで幅広い年代

JASMAブースでは、第39回ホームソーイング小・中・高

の方々に楽しんでいただきました。

校生作品コンクールの優秀作品（34点）を展示するととも

第40回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール募集中
「TOKYO 2020 応援プログラム」スポーツ観戦に向けた応援グッズ・
応援コスチューム作品も募集中
全国の小・中・高校生を対象とした
「第40回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール」の作品を募集し
ています。詳細については当工業会ホームページをご覧下さい。
2.応募作品、応募方法他については、当工業会ホームページ

1.応募部門:

（https://jasma.or.jp）をご覧下さい。なお、高校生の応募

（1）
小学生の部
（4・5・6年生）

は、写真による選考を行ないますのでご注意下さい。

部門は特に設けていません。中学生、高校生の全ての
作品部門を含みます。

3.締

4.応募先・お問い合わせ先:

（2）
中学生の部
①小物・インテリア作品部門

②衣服作品部門

一般社団法人日本縫製機械工業会

③リメイク・デコ作品部門

「第40回作品コンクール」係

④アニメ・ゲームキャラクターコスチューム作品部門

TEL.03-6435-8190

（3）
高校生の部
①小物・インテリア作品部門

切:2019年10月31日
（木）

FAX.03-6435-8192
Eメール: info@jasma.or.jp

②衣服作品部門

URL: https://jasma.or.jp

③リメイク・デコ作品部門
④アニメ・ゲームキャラクターコスチューム作品部門
また、第40回を記念して、「スポーツ観戦に向けた応援グッ
ズ・応援コスチューム作品」の募集を実施します。詳細は当工
業会ホームページをご覧下さい。
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Texprocess 2019におけるJASMAの活動について
2019年5月14日
（火）から17日
（木）
までの３日間、
ドイツ・フランクフルト国際見本市会場で開催され
た「Texprocess 2019」において、「ジャパンパビ
リオン」としてJASMAと会員企業6社が共同出展
しました。JASMAブースではJIAM2020のポス
ター掲示、フライヤーの配布を行い、会期中は
JASMAブース内でJIAM2020記者発表会を行
い、内外プレスが興味深く参加していました。

お 知らせ
● 経済産業省 製造産業局 産業機械課の異動
産業機械課の当工業会担当官の人事異動がありました。（敬称略）
（新）
		

（旧）

6月1日付
安田 正一

製造産業局 産業機械課 課長補佐

中小企業庁 事業環境部 取引課

岡田

製造産業局 産業機械課 係長

内閣府

資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課

製造産業局 産業機械課 係長

勉

大臣官房秘書課 課長補佐

製造産業局 産業機械課 課長補佐

後

記

淳

家田 和幸
6月15日付
工藤

編

集

元号が「平成」から「令和」となってから早3ヶ月が
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経ちました。最初の頃は少し実感が湧いていなかった
のですが、テレビ等で「令和初の～」と聞くと、元号が

2019年7月31日発行

一般社団法人日本縫製機械工業会
発行責任者：湯原 孝志

変わったのだと強く感じるようになりました。
JIAM2020の開催まで約10ヶ月となりました。積極

〒105-0004
東京都港区新橋5-25-3 第2一松ビル2階
TEL. 03-6435-8190 FAX. 03-6435-8192

的な出展勧誘、来場者動員活動等を行い、来年5月の
開催に向けて準備を進めて参りますのでよろしくお願
い致します。

Eメール info@jasma.or.jp
URL https://jasma.or.jp

（Ｋ．Ｍ．）

本JASMA会報は、発行後、当工業会ホームページに掲載しております。
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