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JIAM 2020 OSAKA
（国際アパレル機器&繊維産業見本市）
開催を延期 ‥‥‥‥‥‥ 1
第161回理事会開催‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第40回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール上位入選作品について‥‥‥‥‥ 2
第41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開始‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

JIAM 2020 OSAKA（国際アパレル機器&繊維産業見本市）開催を延期
当工業会（JASMA）は新型コロナウイルス感染症の拡

「JIAM 2020 OSAKA」の会期は、日本政府からのイ

大防止のため、2020年5月20日（水）から23日（土）の4日

ベントの中止や延期要請の期日には該当しませんが、新型

間、インテックス大阪で開催を予定していた国際アパレル

コロナウイルスに対する効果的な対策の見通しが不透明な

機器＆繊維産業見本市「JIAM 2020 OSAKA」を2022年

現状下では、出展者や来場者だけでなくイベントに関わる

以降へ延期しました。

全ての方の健康と安全を最優先に考え、延期することを決

新しい開催時期や延期に伴う各種詳細は、決まり次第

断しました。

随時発表いたします。

今後、開催に関わる情報は、下記の公式サイトで随時更

JIAMは世界有数の縫製機器見本市の一つであり、国

新します。

内外メーカーの最先端技術、製品、サービスやソリューショ

https://jiam-show.com/

ンが一堂に集結する国際見本市です。

第161回理事会開催

（2020年3月7日
（土）、13：00～、
日本工業倶楽部）

当工業会の第161回理事会を開催し、理事総数18名に

め、行政として政策的にアプローチしていくことが必要で

対し当日出席理事は10名と過半数になり、理事会は成立

あると思っている。本理事会の後に予定されていた第40回

しすべての議案を審議しました。ご来賓として経済産業省

ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール入選作品表

製造産業局産業機械課の玉井優子課長殿並びに安田正

彰式が中止になり非常に残念に思うが、次の第41回を期

一課長補佐殿、岡田 淳係長殿にご臨席いただき、ご挨拶

待したいと思っている。」

と「新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者への

以下の議題はすべて承認されました。

支援策」等を中心にご説明をいただきました。玉井課長殿

議題1. 2019年度事業報告（一部見込み）について

のご挨拶要旨は次のとおりです。

議題2. 2019年度収支決算見込みについて

「新型コロナウィルス感染症の感染拡大の中で、中国

議題3. 2020年度事業計画（案）について

を中心にグローバルに展開されている企業にとって様々な

議題4. 2020年度収支予算（案）について

影響が出てきており、各工業会を通して情報収集を行って

議題5. 第40回ホームソーイング小・中・高校生作品コン

いる。今回の新型コロナウィルス感染症の影響を見ている

クール事業及び第41回ホームソーイング小・中・高

と、前回の「SARS」
（重症急性呼吸器症候群）の状況と

校生作品コンクール事業について

違って日本の産業が世界規模でグローバル展開している

議題6. JIAM2020の取り組みについて

こともあり、大きな影響が出ている。部品のサプライチェー

議題7. 共通基盤ネットワーク研究会について

ン、国内を含めて資金繰りをどうするのか、受注活動がで

議題8. 今後のスケジュールについて

きないことによって、更に影響がでることが予想されるた

1

他

今後の主要な行事等は以下のとおりです。
（新型コロナウィルス感染症の状況によっては変更する場合があります。
）
会議・行事名等

日時・時間・場所

議題他

2020年5月
日本縫製機械工業会

①2019年度事業報告、決算報告
②2020年度事業計画、収支予算
③第51回定時総会の開催 他

正副会長会議

2020年6月5日
（金）
12:00 ～ 14:15
日本工業倶楽部

①第51回定時総会の審議・報告事項

第51回定時総会

2020年6月5日
（金）
14:30 ～ 16:30
日本工業倶楽部

①2019年度事業報告、決算報告
②2020年度事業計画、収支予算
③次回JIAM展について
④その他

第51回定時総会後
懇親パーティー

2020年6月5日
（金）
17:00 ～ 18:30
日本工業倶楽部

定時総会後の懇親会

正副会長会議

2020年10月9日
（金）12:00 ～ 13:45
ホテルグランヴィア大阪

①第163回理事会の審議・報告事項

第163回理事会

2020年10月9日
（金）14:00 ～ 16:00
ホテルグランヴィア大阪

①2020年度上期の事業概要
②2020年度下期の事業
③次回のJIAM展について 他

正副会長会議

2021年1月18日
（月）11:30 ～ 13:00
日本工業倶楽部

①2020年度予算執行状況
②2021年度予算と会費徴収額 他
③第41回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール
④次回JIAM展について 他

2021年新年賀詞交歓会

2021年1月18日
（月）13:30 ～ 15:00
日本工業倶楽部

新年賀詞交歓会

第162回理事会
（書面審議）

他

他

第40回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール上位入選作品について
当工業会は新型コロナウイルス感染症への有効な治療

本JASMA会報では、誌面の関係もあり多くの作品を紹

薬や対処法の先行きが見通せない中、感染拡大を防止す

介できませんが、経済産業大臣賞5点、全国ミシン商工業

る観点から、2020年3月7日（土）、13時30分から日本工業

協同組合連合会技術賞とスポーツ観戦に向けた応援グッ

倶楽部（東京都千代田区丸の内）で開催を予定していた

ズ、応援コスチューム優秀作品8点を紹介いたします。

入選作品表彰式・受賞者交流会を中止しました。

当工業会は今後とも本コンクールの裾野拡大のために

本コンクールは40回目を迎え、北は北海道から南は九

様々な取り組みを検討してまいりますので、会員の皆様に

州・沖縄まで459校（昨年526校）の学校から、3,161点（昨

おかれてはご協力下さいますようお願いいたします。

年3,645点）の応募がありました。今回もすばらしい出来
映えでアイデア溢れる個性的な作品が多数寄せられまし

経済産業大臣賞5点

た。また、優秀作品については本年4月の「2020日本ホビー
ショー」で展示する予定でしたが、ホビーショーも中止にな
り、上位入選作品を一般に公開する機会が無くなり大変
残念に思う次第です。そのため、当工業会ホームページで
入選作品の発表を行うとともに、受賞者在籍校へは第40

小学生の部

回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクールの表彰
式概要冊子、入選作品一覧表、優秀作品写真集、賞状、
副賞を順次お送りしました。

作品名 ドレス

表彰式概要冊子は、眞壁八郎会長の挨拶、玉井優子産

氏

業機械課長（経済産業省）、市毛祐子教育課程課教科調

名

飛田 紫緒里

学校名 千葉県 我孫子市立

査官（文部科学省）からの祝辞を掲載するとともに入賞作

我孫子第三小学校

品を紹介しました。
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中学生の部

中学生の部

小物・インテリア
作品部門

衣服作品部門

作品名 アドベントカレンダー、靴下、
テディベア、聖家族スタンド
氏

作品名 ジャケットwith秋服
氏

名 佐藤 りいら

名 樋口 茉莉

学校名 長野県 上田市立塩田中学校

学校名 沖縄県 沖縄カトリック中学校

高校生の部
衣服作品部門

作品名 ミルフィーユコート
氏

高校生の部

小物・インテリア
作品部門

作品名 家族のピクニックセット
氏

名

名

小堀 礼旺

学校名 神奈川県 学校法人石川学園

横浜デザイン学院

今井 麗

学校名 沖縄県 沖縄カトリック高等学校

特別賞
作品名 タペストリー

全国ミシン商工業
協同組合連合会
技術賞

氏

名

外間 玲美、今井 麗、盛山 優音

学校名 沖縄県 沖縄カトリック高等学校

スポーツ観戦に向けた応援グッズ、応援コスチューム優秀作品

作品名 Go! Olympic!!
氏

名

作品名 one for all, all for one!

河西 佳苗

氏

学校名 東京都 板橋区立

名

河西 千花子

学校名 東京都 板橋区立

北前野小学校

中台中学校

作品名 日本代表のユニフォーム
氏

名

作品名 Vivit

五島 歩実

氏

学校名 千葉県 千葉県立

名

河野 未歩

学校名 千葉県 千葉県立

市原八幡高等学校

佐倉東高等学校
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作品名 世界にひとつだけの桜
氏

名

作品名 がんばれ日本

大嶋 俐香

氏

学校名 東京都 杉並区立東田小学校

名

石本 琉菜

学校名 埼玉県 所沢市立

狭山ヶ丘中学校

作品名 ファイアーコスチューム
氏

作品名 東京2020応援法被

片山 雅

名

氏

学校名 山口県 宇部フロンティア大学

名

林 万寛

学校名 愛知県 豊田市立逢妻中学校

付属香川高等学校

第41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
全国の小・中・高校生を対象としたホームソーイング小・

③リメイク・デコ作品部門

中・高校生作品コンクールは41回を迎えます。詳細について

④アニメ・ゲームキャラクターコスチューム作品部門

2. 応募作品、応募方法等詳細については、当工業会ホー

は当工業会ホームページに掲載する予定です。

ムページに掲載する予定です。

1. 応募部門：

なお、今回も高校生の部はウェブ応募となりますので

（1）小学生の部（4・5・6年生）

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

3. 締

の作品部門を含みます。

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

一般社団法人日本縫製機械工業会

②衣服作品部門

③リメイク・デコ作品部門

「第41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

集

後

FAX.03-6435-8192

Eメール：info@jasma.or.jp

①小物・インテリア作品部門

編

切：2020年10月30日（金）

②衣服作品部門

URL：https://jasma.or.jp

記

いよいよ2020年度がスタートしましたが、
いま世の中は
新型コロナウィルスの影響で大変な状況であり、
わたした
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ちの日常生活や会社業務にも影響がでています。
工業会最大のイベントであるJIAMショーも残念ながら
延期が決まりました。
しかしながら
「明けない夜はない」必ず春は来ますの

2020年4月13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
〒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

で、将来、未来のために今できることを着実に進めていく
ことが必要かと思います。
明るく楽しく元気よく健康に気を付けながら、頑張って
（I.T.）
参りましょう
！

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

本JASMA会報は、当工業会ホームページに掲載しております。
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