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Ⅰ .総 括 的 概 要  
 

◎  平成２８年度は一般財団法人に移行して６年目。当協会の設立趣旨である「『衣食住』の枠

を超えた豊かな生活文化の創造・発展」に向けて、賛助会員企業を中心に、「顕彰事業」、「情報

発信事業」、「地域振興事業」をはじめとした当協会の幅広い事業を通じた社会貢献活動に積極

的に取り組んできた。あわせてこれまで以上に事業の効率的な運営に努めた。主な内容は以下

のとおり。 

 

（１） 顕彰事業「日本クリエイション大賞 2016」「第 14回シネマ夢倶楽部表彰」 

当協会は、平成 29年 3月 3日(金)、「日本クリエイション大賞 2016」ならびに「第 14回シネマ夢

倶楽部表彰」の顕彰を合同で行った。 

① 本年度の日本クリエイション大賞は、115 の候補案件の中から、スーパーコンピュータ

ーの消費電力性能部門の世界ランキングで第 1位を獲得したスーパーコンピューター

の開発者である㈱ＰＥＺＹ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ代表取締役社長の斉藤元章氏が受賞した。 

② またシネマ夢倶楽部推薦委員が選んだベストシネマ上位３位に贈る「ベストシネマ賞」、

映画を通して文化や生活、社会の発展などに貢献のあった団体、プロジェクト、企業な

どに贈る「シネマ夢倶楽部賞」、新しい時代の映画・才能に贈る「推薦委員特別賞」を

選定した。ベストシネマ賞には、『ハドソン川の奇跡』などが選ばれた。 

（２） 情報発信事業 

当協会は、情報発信の観点から次の４つの事業に取組んでいる。 

① 東京のストリートファッションを国内外に発信する情報発信サイト「スタイルアリーナ」事

業は、月 500 万ページビューの実績を維持しつつ、ショップやトレンド情報などその範

囲を広げている。またその運営ノウハウを生かした動画制作配信等にも取り組んだ。 

② アジアにおけるファッション・ビジネスの相互活性化と世界への発信を行うアジアファッ

ション連合会（ＡＦＦ）活動は次年度開催の準備を始め、イベント記事などの情報発信

を行った。 

③ 「シネマ夢倶楽部事業」は、良質な映画の推薦会の開催（13回：累計 185回）とともに、

推薦映画を中心に映画情報の発信を行った。また、新聞紙面に推薦映画を紹介する

「シネマ 21PLUS（プラス）」の掲載を毎月行った。 

④ 働く女性の”今“から豊かな生活文化を考える「Ｕrara:kai(うらら会)は、5 回の例会のほ

か、総会、懇親会を開催するなど活発な活動を行った。 

（３） 生活文化創造都市推進事業（地域振興事業） 

札幌商工会議所創立 110周年記念フォーラムとして「札幌地域会議」を 9月 20日に開催した。

また、当協会 HP に新たに開設した「生活文化創造都市ジャーナル」で、国内各地域の創造都

市の取り組みをさまざまな視点から紹介した。地域情報を発信する Web サイト「まち自慢ドットネ

ット」では、平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日までの１年間に、141件の各種地域情

報を発信した。 

（４） セミナー事業や各種イベント事業への後援等 

当協会では、ファッションに関連するセミナー事業（１２回開催）に加え、カラービジネスに関連す

る交流会(毎月 1回，全 10回)や講師派遣事業などのほか、各種イベント事業などに後援を行っ

た。また企業からの依頼によりイベント企画やＷＥＢ動画撮影等を 7件程度請け負った。 

（５） 会議開催 

当協会の運営をつかさどる理事会は 2回、評議員会は 2回開催し、円滑な運営に努めた。 
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Ⅱ．事業実施概況 
 

（１）顕彰事業 

① 日本クリエイション大賞 2016 

日本クリエイション大賞は、製品、技術、芸術・文化活動、地域振興、環境、福祉など、ジャン

ルを問わず、未来に向けてクリエイティブな視点で生活文化の向上に貢献し、時代を切り拓い

た人物や事象などを表彰対象としている。今年度で 13 回目（東京クリエイション大賞からの通

算では 30回目）を迎えた。選考は、3回の顕彰制度委員会（選考委員会）で行った。 

表彰式および記念パーティーは、「第 14回シネマ夢倶楽部表彰」と合同で 2017年 3月 3日

（金）に開催した。 

 

● 顕彰制度委員会（敬称略・五十音順・2017年 3月 31日現在） 

委員長  馬場   彰  （一財）日本ファッション協会 理事長、 

  ㈱オンワードホールディングス 名誉顧問 

委員長代行  岩田彰一郎  アスクル㈱ 代表取締役社長兼ＣＥＯ 

委員  伊東  順二 東京藝術大学 教授／アートプロデューサー 

 内館  牧子  脚本家 

  大宅  映子  評論家／（公財）大宅壮一文庫 理事長 

 加藤  タキ  コーディネーター 

 河原  敏文  プロデューサー／ディレクター／ＣＧアーティスト 

 柴田  鐡治  科学ジャーナリスト 

 曽我   健  （公財）ＮＨＫ交響音楽団 名誉顧問 

 永井多惠子  ユネスコ国際演劇協会 会長／元ＮＨＫ副会長 

 原  由美子  ファッションディレクター 

     運営委員 柴田  和久  資生堂ジャパン株式会社 執行役員 

   高尾真紀子  法政大学大学院 教授 

   坪田  秀治  (一財）日本ファッション協会 専務理事 

 

    ● 後援 日本商工会議所・東京商工会議所・NHK 

 

● 顕彰制度委員会（選考委員会）の開催状況 

 開催日 会場 

第 1回 10月 31日（月） 日本商工会議所 会議室 A 

第 2回 11月 28日（月） 日本商工会議所 会議室 A 

第 3回 2017年１月 10日（火） 日本商工会議所 会議室 A 

 

≪選考経過≫ 

今年度は、事務局による推薦も含め、115 件の候補案件の中から、運営委員によりいった

ん整理された 39案件を選考委員会で審議した。2017年 1月の第 3回選考委員会では入

賞案件選定のための投票および大賞を決める投票を行い、大賞１件、技術革新創造賞、

食文化貢献賞、地域文化応援賞の 3件を決定した。 
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● 日本クリエイション大賞 2016授賞案件ならびに表彰式登壇者 

大  賞 「“次世代スーパーコンピューター”の開発で社会を変革する」 

齊藤元章氏  株式会社 PEZY Computing 代表取締役社長 

登壇者：同上 

技術革新創造賞 「大量の水を使わず※、使用済みの紙をオフィスで新たな紙に」 

※機器内の湿度を保つために少量の水を使用する 

セイコーエプソン株式会社（長野県諏訪市） 

登壇者：ペーパーラボ事業推進プロジェクト部長 市川和弘氏 

食文化貢献賞 「世界シェア 7割を誇る『カニカマ製造装置』」 

株式会社ヤナギヤ（山口県宇部市） 

登壇者：代表取締役社長 柳屋芳雄氏 

地域文化応援賞 「『あきた舞妓』でまちを活性化する」株式会社せん（秋田市） 

登壇者：同社 水野千夏氏   

 

●  表彰式ならびに受賞パーティー（「第 14回シネマ夢倶楽部表彰」と合同開催） 

開催日時 ： 2017年 3月 3日（金） 表彰式 16：30～18：00 ／パーティー18：00～19：00 

開催場所 ： 帝国ホテル東京 ３F 富士の間 

参加者 ： 受賞者とその関係者のほか、マスコミ、賛助会員など約 380名      

           

②  第14回シネマ夢倶楽部表彰（「ベストシネマ賞」、「シネマ夢倶楽部賞」「推薦委員特別賞」の 

選考） 

「ベストシネマ賞」は、毎年１月～12 月の国内で公開された新作映画の中から、シネマ夢倶楽

部の推薦映画となった作品を対象に、推薦委員による選考会を開催し、邦画・洋画の区別なく

良質な優秀な作品を表彰した。また、映画を通して、文化や生活、社会の発展などに貢献した

個人・団体、プロジェクトに対し、「シネマ夢倶楽部賞」を、新しい時代の映画や才能、意欲的

な活躍に「推薦委員特別賞」を贈った。 

 

● 選考委員会の開催 

１．2016年上半期ベストシネマの選考 

（７月 7日（木）、当ファッション協会会議室、推薦委員 16名出席） 

『スポットライト 世紀のスクープ』『ブリッジ・オブ・スパイ』『さざなみ』『家族はつらいよ』 

『リップヴァンウィンクルの花嫁』『海よりもまだ深く』『ルーム』『孤独のススメ』『キャロル』 

『64‐ロクヨン‐（前編／後編）』『葛城事件』『殿、利息でござる！』『団地』 

『ヘイル、シーザー！』（順不同）の 14作品を選んだ。 

２．第 14回シネマ夢倶楽部表彰の選考 

（12月 12日（月）、当ファッション協会会議室、推薦委員 16名出席） 

① ベストシネマ賞（年間ベストシネマより上位３作品を選出） 

第１位 『ハドソン川の奇跡』 

第２位 『トランボ ハリウッドに最も嫌われた男』 

第３位 『湯を沸かすほどの熱い愛』 

このほか、『スポットライト 世紀のスクープ』『この世界の片隅に』『ブルックリン』 
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『家族はつらいよ』『リップヴァンウィンクルの花嫁』『ブリッジ・オブ・スパイ』 

『君の名は。』『怒り』『淵に立つ』『だれかの木琴』『永い言い訳』『海賊とよばれた男』

（順不同）を年間ベストシネマとして 15作品を選んだ。 

② 「シネマ夢倶楽部賞」 

日本外国特派員協会 映画委員会（運営・主催：公益社団法人日本外国特派員協会） 

鶴岡まちなかキネマ（運営：株式会社まちづくり鶴岡） 

③ 「推薦委員特別賞」 

女優 杉咲 花 （映画『湯を沸かすほどの熱い愛』出演） 

監督 中野量太 （映画『湯を沸かすほどの熱い愛』監督・脚本） 

 

（２） 情報発信事業 

① 情報発信サイト「スタイルアリーナ」事業 

事業情報発信サイト「スタイルアリーナ」は、最新のストリートファッションを紹介するWEBサイト

の運営を中心に、その情報を活用したファッションレポートの作成やスタイルアリーナの動画撮

影ノウハウを生かした動画制作の請負、WEB広告の掲載などを通じ、新聞その他メディアへの

露出も積極的に行っている。 

 

● WEBサイト「STYLE ARENA」の運営 

東京の主要５地点（原宿、渋谷、代官山、表参道、銀座）の最新のストリートファッションを中心

に、国内外へトレンド情報を発信する WEB サイト「STYLE ARENA」（「style-arena.jp」は、月平

均 500 万ページビュー、50 万ユニークブラウザーと、日本のファッション・ウェブマガジンの中

でも上位を維持している。海外からのアクセスは半数以上に上り、日本のファッション文化を国

内外に伝える代表的ファッションサイトとなっている。また、各メディアからの問合せも多く、共

同通信社による地方紙への連載、毎日新聞公式 Web サイト内の「まいスタイル＠ストリート」に

対するトレンド情報や画像の提供など、メディアへの露出も継続している。動画配信を積極的

に取り入れたほか、FacebookなどSNSへの対応も開始したため、以前からの若いメインユーザ

ーに加え、30 代以上の読者やアジア圏以外のアクセスも増えている。内容は以下のカテゴリ

ーに分かれる。 

○Tokyo Street Style：東京で注目の５地点（原宿、渋谷、代官山、表参道、銀座）からのストリ 

ートファッションを紹介すると共に、Advanced Styleとしてシニア層のストリートスナップも掲載 

○Shops：服飾だけでなく、雑貨、ヘアサロン、カフェ、アクセサリーなども含むお薦めショップ、 

人気ショップの紹介 

○Trend： トレンド情報について、服飾に限らず、ヘア＆メイク、グルメ、雑貨、建築、日本の 

伝統技術など生活文化全般にわたって紹介 

○New Tribe：世界のトレンドにも影響を与える日本特異のファッションスタイルをテーマごとに 

紹介する 

○Event：イベント情報の紹介としては、ファッションイベントやファッションショー、またはそこに 

集まる来場者のスナップなどを掲載。 

 

● ファッションレポートの作成およびストリートファッションライブラリーの開設 

これまでスタイルアリーナでは、季節ごとのトレンド情報を「ファッションレポート」として取りまと
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めてきた。一定以上の情報量が蓄積されてきたことから、現在に至るまでのファッションレポー

トをすべて閲覧可能にする「ストリートファッションライブラリー」として、日本ファッション協会の

サイト内に新設。ファッションレポートの内容も、ヘア＆メイクや皮革、小物、カラーなど各方面

の有識者を集めた『ファッションミーティング』で話し合われた内容なども反映し、より充実したも

のに改編した。 

 

● WEB広告および動画制作 

ｗｅｂ配信は従来からのバナー広告に加え、記事中に広告を差し込むネイティブ広告やタイア

ップ企画などが主流になりつつある。また昨年度から開始したスタイルアリーナでの動画配信

のノウハウを生かし、動画制作の受託も増えている。 

主要広告主：旭化成株式会社、モードメディアジャパン、フラクト、ギャルデコレクティブ 

 

② アジアファッション連合会（ＡＦＦ）事業 

アジアファッション連合会（ＡＦＦ）は、豊かな生活文化の創造と、アジアファッションを世界に発

信することを目的に 2003 年 12 月に日本、中国、韓国の連合会として発足。その後、シンガポ

ール、タイ、ベトナムが加盟し、広域連携による活動を展開してきた。 

2015 年 11 月のベトナム大会で、ＡＦＦとしての所期の目的を達成したことを確認し、日本委員

会の提案により、従来の年次大会を中心とした運営から 2年に 1回の委員長会議の開催の義

務化とともに、各国の目的に応じて、二国間、あるいは多国間による交流や共同事業の実施を

促進するという、より自由度の高い運営体制に移行することになった。昨年度より新体制での

最初の幹事国、中国が 2017年杭州大会の準備を進めている。 

本年度（2016年度）アジアファッション連合会 AFF日本委員会では、メール等による杭州大会

に向けた相互連絡を行ったほか、AFF ホームページのなかで日本でのイベント記事を掲載し

た。 

 

③ シネマ夢倶楽部 

当倶楽部は日本ファッション協会の情報発信事業の一つとして、多くの人に質の良い映画を

見て感動してほしい、夢や希望を感じて心豊かに暮らしてもらいたいと考え活動している。特

徴は、上映される数多くの映画の中から、どの映画が良いのか、見るべき候補なのか、感動す

る映画はどれか、といった視点で選考を行った。メディアから流される刺激的な映像や広告表

現、記事などに惑わされることなく、純粋に映画を楽しみ、愛好し鑑賞する立場から、良質な映

画を選び推薦した。 

 

● 推薦委員（敬称略・順不同・2017年４月１日現在／25名） 

代表・委員長／   馬場 彰  （株式会社オンワードホールディングス 名誉顧問） 

  委 員／ 秋山 茂 （元映倫外画審査員） 

 浅香光 健  (演劇舞踊浅香流 名取) 

 阿部 弘  (元西川産業株式会社 専務取締役)   

 安藤 紘平 （映画監督） 

 瓜生 孝 （映像アナリスト） 

 大黒 昭 （株式会社アスピカ 会長） 

  掛尾 良夫（城西国際大学 メディア学部 教授） 

 樫山 文枝 （女 優） 
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 後藤 昭次 （立教大学名誉教授） 

 後藤 武久 （文化・スポーツアナリスト） 

 三遊亭 小圓楽（落語家） 

 白鳥 哲 （俳優／声優、映画監督） 

 高橋 暎一（シネマファッション評論家） 

 高見 恭子 （タレント／文筆家） 

 田中 千世子 （映画評論家） 

 鳥越 孝治（元株式会社ダイドーリミテッド 社長） 

 西山 昭彦（一橋大学 特任教授、博士（経営学）） 

 藤原 作弥（元日本銀行 副総裁） 

 三沢 秀介（俳 人） 

 宮川 直美（医 師） 

 宮島 賢也（精神科医） 

 山形 泰雄（元株式会社松屋 副社長） 

 渡辺 祥子（映画評論家） 

 渡辺 俊雄（NHK衛星映画劇場 支配人） 

 

● 上映会の開催（シネマ夢倶楽部定例上映会 ＊大人対象の会員制倶楽部＝12回以上開催） 

（2007年度より東京新聞共催「東京シネマ･プレビュー」、運営協力「特別映画試写会」を継続開催） 

 

日時・会場 映画作品・配給会社 来場者数 備 考 

５月６日（金） 

サンパール荒川 

『鏡は嘘をつかない』 

（配給：パイオニア映画シネマデスク） 
446名 協力 

５月９日（水） 

ユーロライヴ 
『殿、利息でござる！』 （配給：松竹） 132名 協力 

５月 25日（水） 

スペース FS汐留 

『王の運命 歴史を変えた八日間』 

（配給：ハーク） 
152名 協力 

６月１日（水） 

一ツ橋ホール 
『二つ星の料理人』 （配給：KADOKAWA） 716名 

主催 

第 173回 

６月３日（金） 

スペース FS汐留 

『教授のおかしな妄想殺人』 

（配給：ロングライド） 
132名 

協力 

※女性限定 

７月 13日（水） 

ユーロライヴ 

『めぐりあう日』 

（配給：クレストインターナショナル） 
117名 協力 

７月 19日（火） 

スペース FS汐留 
『ロングトレイル！』 （配給：ツイン） 128名 協力 

７月 22日（金） 

一ツ橋ホール 

『奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ』 

（配給：シンカ） 
512名 

主催 

第 174回 

８月３日（水） 

一ツ橋ホール 
『健さん』 （配給：レスペ） 617名 

主催 

第 175回 

８月４日（木） 

ユーロライヴ 

『太陽のめざめ』（配給：アルバトロス・フィルム、 

セテラ・インターナショナル） 
117名 協力 

８月 22日（月） 

ユーロライヴ 

『ティエリー・トグルドーの憂鬱』 

（配給：熱帯美術館） 
114名 協力 
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日時・会場 映画作品・配給会社 来場者数 備 考 

９月１日（木） 

イイノホール 

『怒り』（配給：東宝） 

※舞台トークイベント付 
448名 

主催 

第 176回 

９月 14日（水） 

ユーロライヴ 
『みかんの丘』 （配給：ハーク） 124名 協力 

９月 16日（金） 

スペース FS汐留 

『函館珈琲』（配給：太秦） 

※主演、監督舞台挨拶付 
122名 協力 

９月 27日（火） 

一ツ橋ホール 
『PK ピーケイ』 （配給：REGENTS） 426名 

主催 

第 177回 

10月 4日（火）  

イタリア文化会館 
『人間の値打ち』 （配給：シンカ） 148名 協力 

10月 14日（金） 

スペース FS汐留 
『戦場のメロディ』 （配給：ハーク） 129名 協力 

10月 17日（月） 

一ツ橋ホール 

『湯を沸かすほどの熱い愛』 

（配給：クロックワークス） 
686名 

主催 

第 178回 

10月 31日（月） 

一ツ橋ホール 

『シークレット・オブ・モンスター』 

（配給：REGENTS） 
412名 

主催 

第 179回 

11月１日（火） 

スペース FS汐留 
『湾生回家』 （配給：太秦） 134名 協力 

11月 11日（金） 

一ツ橋ホール 

『ニコラス・ウィントンと 669人の子どもたち』 

（配給：エデン、ポニーキャニオン） 
517名 

主催 

第 180回 

11月 26日（土） 

ユーロライヴ 

『私の少女時代』 

（配給：ココロヲ・動かす・映画社 〇） 
114名 協力 

12月７日（水） 

ユーロライヴ 

『ニーゼと光のアトリエ』 

（配給：ココロヲ・動かす・映画社 〇） 
117名 協力 

12月 15日（木） 

ニッショーホール 

『アイ・イン・ザ・スカイ 世界一安全な戦場』 

（配給：ファントム・フィルム） 
596名 

主催 

第 181回 

１月 11日（水） 

ニッショーホール 

『アラビアの女王 愛と宿命の日々』 

（配給：ギャガ・プラス） 
656名 

主催 

第 182回 

１月 12日（木） 

スペース FS汐留 

『東京ウィンドオーケストラ』（配給：松竹ブロード

キャスティング、アーク・フィルムズ） 
206名 協力 

１月 16日（月） 

ニッショーホール 

『惑う After the Rain』 

（配給：アルゴ・ピクチャーズ） 

※主演、監督舞台挨拶付 

453名 
主催 

第 183回 

１月 20日（金） 

ニッショーホール 

『マグニフィセント・セブン』 

（配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント） 
402名 

主催 

第 184回 

３月８日（水） 

ユーロライヴ 

『わたしは、ダニエル・ブレイク』 

（配給：ロングライド） 
166名 協力 

３月 28日（火） 

一ツ橋ホール 

『人生タクシー』（配給：シンカ） 

※舞台トークイベント付 
414名 

主催 

第 185回 
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● 企業とのタイアップ事業 

日時・会場 映画作品・主催企業 来場者数 備 考 

９月 27日（火） 

福島県会津若松市 

会津風雅堂 

『ミニオンズ』 

明治安田生命保険相互会社 郡山支社主催 
722名 

夜の回 

上映会 

11月 18日（金） 

東京都千代田区 

一ツ橋ホール 

『マダム・フローレンス！夢見るふたり』 

アクサ生命保険株式会社 東京本社主催 
638名 

夜の回 

試写会 

全国の劇場 16館 

（初日公開日 

７月９日（土）～）、 

東京・大阪試写会 

『森山中教習所』（主演：野村周平） 

株式会社エフティ資生堂 

「UNO」サンプル商品を配布・先着限定 

4,000個 協賛 

 

● 他団体との連動事業（運営協力） 

日時・会場 内容・映画作品 備 考 

主催：一般社団法人日本メンズファッション協会 

６月８日（水） 

パレスホテル東京 

『トランボ ハリウッドに最も嫌われた男』 

『ペレ 伝説の誕生』『シングストリート 未来へ

のうた』 ３作品 

式会場内で予告上映、ポスター掲示、「繊研

新聞」で試写会告知・プレゼント付広告掲載 

ベスト・ファーザー 

「イエローリボン賞」 

推奨作品 

９月 15日（木） 

品川プリンスホテル 

アネックスタワー 

『奇蹟がくれた数式』『ハドソン川の奇跡』 

『オケ老人！』 ３作品 

式会場内で予告上映、ポスター掲示、「繊研

新聞」で試写会告知・プレゼント付広告掲載 

「グッドエイジャー賞」 

推奨作品 

11月 14日（月） 

明治記念館 

『マダム・フローレンス！夢見るふたり』１作品 

式会場内でポスター掲示、「繊研新聞」で映

画鑑賞券・非売品プレスのプレゼント付広告

掲載 

いい夫婦の日 

「パートナー・オブ・ザ・イ

ヤー」推奨作品 

11月 30日（水） 

セルリアン東急ホテル 

『アイ・イン・ザ・スカイ 世界一安全な戦場』 

『ヒッチコック／トリュフォー』『アラビアの女王 

愛と宿命の日々』 ３作品 

式会場内で予告上映、ポスター掲示、「繊研

新聞」で映画鑑賞券・非売品プレスのプレゼ

ント付広告掲載 

「ベストドレッサー賞」 

推奨作品 

 

● 特別イベント 

「第 10回那須国際短編映画祭 -NASU SHORT FILM FESTIVAL 2016」 

映画祭開催期間：2016年 11月５日（土）～11月 13日（日） 

内容：シネマ夢倶楽部推薦委員（安藤紘平氏、渡辺俊雄氏）を映画祭審査員として派遣 
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● 映画情報の発信 

1. 「シネマ 21PLUS（プラス）」の掲載 

推薦映画作品ならびにコメント紹介に特化した機関紙「シネマ 21」の新聞版 

東京新聞夕刊５段に毎月１～２回掲載 

・ 2016年上半期ベストシネマ発表（５段／７月） 

・ 2016年ベストシネマ賞などの発表（ラテ面 10段／3月） 

2. 新聞、雑誌への掲載 

・ 「都政新報」（定例上映作品ならびに表彰式の詳細などを 11回掲載） 

・ 「会議所ニュース」（日本商工会議所発行。2009 年度から毎月１回推薦映画を紹介、

今年度 12回掲載） 

・ 「東京新聞』夕刊５段と 10段で毎月掲載、今年度 13回掲載（発行部数約 30万部） 

内容：「東京シネマ・プレビュー」の映画作品広告と推薦コメントを告知紹介 

 

 

 ④ 働く女性の“今”から豊かな生活文化を考える「Urara：kai」（うらら会） 

Urara：kai（うらら会）は、「新しい時代に相応しい豊かな生活文化、ライフスタイルのあり方につ

いて女性の視点から考察、提唱すること」を目的に活動している。2016年度は、例会・セミナー

活動を中心に行った。例会開催を前に毎月 1 度程度、実行委員会（全 10 回）を開催し、会の

運営について協議した。 

● 会議  

会議名 日時および会場 内容 

総  会 4月 21日（木） 

学士会館 

協議事項 

平成 27年度 事業報告（案）および 収支決算（案）の承認について 

平成 28年度 事業計画（案）および収支予算（案）の承認について 

懇親会 8月 29日（月） 懇親交流会 

● 例会・セミナー 

回 数 日時および会場 内容 

第 1回 6月 22日（水） 

TSIホールディングス本社ビル 

ワインの楽しみ方「日常を演出するワインの魅力」 

ワインコンサルタント 広瀬勇二氏        20名参加 

第 2回 8月 1日（月） 

ビジネスエアポート青山 

服装史から読み解くルノワール 

日本女子大学準教授 内村理奈氏       14名参加 

第 3回 11月 7日（月） 

協会会議室 

「小国だからできること ～ルクセンブルクのユニークな政

策と豊かな生活」 ルクセンブルク東京貿易投資事務所

ED 松野百合子氏                 12名参加 

第 4回 12月 1日（木） 

ビジネスエアポート青山 

「日本の化粧文化・江戸から現代～何が変わり、何がかわ

ってないか」 文化学園大学講師 津田紀代氏 

                             14名参加 

第 5回 3月 16日（木） 

ビジネスエアポート青山 

森井ユカの世界Ⅱ「ガイドブックに載っていないシンガポ

ール最新事情」 雑貨コレクター森井ユカ氏  15名参加 
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（３） 生活文化創造都市推進事業（地域振興事業） 

当協会では、地域振興事業として、欧米から始まり現在では中国、韓国などアジアの国々にま

で広まった 21世紀型の都市再生理論「創造都市＝Creative City」に、「地域独自の豊かな生

活文化」こそが「創造都市」を生み出すとの考え方を加えた、「生活文化創造都市」構想の普

及に取り組んでいる。今年度は札幌市で、札幌商工会議所創立 110 周年記念フォーラムとし

て、9月 20日（火）に約 220名の参加を得て、「札幌地域会議」を開催した。 

創造都市の取り組みを推進する全国の 89の地方自治体および 35団体が加盟している「創造

都市ネットワーク日本（CCNJ）」において、当協会の活動をアピールしたほか、当協会 HP に、

「生活文化創造都市ジャーナル」を開設し、創造都市の取り組み状況等について、有識者や

自治体担当者からの寄稿 5件を掲載した。 

また、地域相互の経験と知見の交流の場として開設した地域情報発信 Web サイト「まち自慢ド

ットネット」では、平成 28年４月１日から平成 29年 3月 31日までの１年間に、141件の地方自

治体、商工会議所、観光協会などの情報を発信した。 

 

● 生活文化創造都市検討会（敬称略・五十音順・2017年 3月 31日現在） 

委員長／ 佐々木雅幸  同志社大学特別客員教授、文化庁文化芸術創造都市振興室長 

              ＮＰＯ法人都市文化創造機構理事長 

委 員／  赤池   学   ユニバーサルデザイン総合研究所 所長、 

  科学技術ジャーナリスト 

  太下 義之   三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社  

    芸術・文化政策センター長 

  栗原   博   日本商工会議所 地域振興部長 

  杉浦 幹男   公益財団法人新潟市芸術文化振興財団アーツカウンシル新潟 

 プログラムディレクター 事務局次長 兼 アーツカウンシル部長 

  望月 照彦   エッセイスト・多摩大学大学院客員教授 

  吉本 光宏  ㈱ニッセイ基礎研究所 研究理事 

 

① 札幌商工会議所創立 110周年記念フォーラム  

            生活文化創造都市推進事業 「札幌地域会議」 

 

日時および会場 9月 20日（火）  ホテルさっぽろ芸文館 3階瑞雪の間 

主催 札幌商工会議所、日本ファッション協会 

後援 札幌市、日本商工会議所 

参加者 220名 

内容 第 1部 

 

基調講演Ⅰ 

「『おもてなし仕掛け人』が斬る！魅力のある札幌まちづくり」 

講師：平 八郎氏 （IHG・ANA・ホテルズグループジャパンリージョナ

ル総支配人兼ANAクラウンプラザホテル金沢 総支配人） 

第 2部 基調講演Ⅱ 

「気鋭の映像作家が語る札幌の魅力の発信方法」 

講師：菱川勢一氏（武蔵野美術大学教授、DRAWING AND MANUAL  

 株式会社 ファウンダー）  
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内容 第 3部 パネルディスカッション 

「これからの 100年『人を呼ぶまち・さっぽろ』であり続けるために」 

 ＜コーディネーター＞佐々木雅幸氏（同志社大学特別客員教授、 

       文化庁文化芸術創造都市振興室長） 

 ＜パネリスト＞（五十音順） 

    町田隆敏氏（札幌市 副市長） 

    高山裕史氏（札幌商工会議所 観光部会長） 

 中田美知子氏（札幌大学客員教授） 

＜コメンテーター＞ 平 八郎氏(前掲)、菱川勢一氏(前掲) 

 

②  出席した「創造都市ネットワーク日本（CCNJ）」関連会議 

会議名 開催日 場所 参加者 

創造農村ワークショップ in真庭 8月 19日 岡山県真庭市 中山洋事務局長 

平成 28年度 創造都市ネットワーク

日本 総会 

2月 9日 新潟市 加藤公明常務理事 

鈴木かおり 

 

③ 生活文化創造都市ジャーナル 掲載一覧 

当協会 HP に新たに開設した「生活文化創造都市ジャーナル」で、国内各地域の創造都市の

取り組みをさまざまな視点から紹介した。 

アドレス ： http://www.japanfashion.or.jp/fashiontown/contents/journal_top/ 

 

寄稿者 テーマ 掲載日 

佐々木雅幸氏（同志社大学特別

客員教授） 

創造都市と日本社会の再生 5月 9日 

吉田愼悟氏（色彩計画家） まちづくりと景観色彩 6月 29日 

川井田祥子氏（NPO 法人都市文

化創造機構理事・事務局長） 

豊かさを問い直す“創造農村” 11月 14日 

堀井宏之氏（兵庫県篠山市 政策

部 部長） 

篠山市のユネスコ創造都市ネットワ

ーク（UCCN）加盟について 

3月 10日 

太下義之氏（三菱UFJ リサーチ＆

コンサルティング株式会社 芸術

文化政策センター長 

IR（統合型リゾート)と文化芸術支援 3月 30日 

 

④ 地域情報発信Webサイト「まち自慢ドットネット」 

地域情報を発信する Webサイト「まち自慢ドットネット」では、平成 28年 4月 1日から平成 29

年 3月 31日までの１年間に、141件のさまざまな地域情報を発信した。 

 アドレス ： http://www.japanfashion.or.jp/machijiman/ 

情報掲載数 ： 141件（平成 28年 4月１日～平成 29年 3月 31日） 
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（４） セミナー事業 

セミナー事業は、12講座を企画、実施し 101名の参加があった。 

 

① ファッション講座  ファシリテーター ： 坂口昌章氏／㈲シナジープランニング代表 

開催日 内容 参加者数 

11月 21日（月） ネットショップのプロに学ぼう 参加 14名 

12月 15日（木） UNIQLO Uの鑑賞会 参加 6名 

② 繊維ファッション土曜塾／大人ファッション会議  ファシリテーター ： 坂口昌章氏 

開催日 内容 参加者数 

4月 23日（土） 大人ファッション会議 参加 9名 

6月 25日（土） 大人ファッション会議 参加 7名 

7月 23日（土） 大人ファッション会議 参加 8名 

8月 23日（土） 検索メディアの可能性 参加 17名 

9月 24日（土） Google Trendsを使ったリサーチ 参加 10名 

10月 29日（土） メンターシップ 参加 8名 

12月 10日（土） 大人ファッション会議 参加 3名 

1月 28日（土） トランプ時代の SNSマーケティング 参加 7名 

2月 25日（土） スマホ動画を活用しよう 参加 6名 

3月 25日（土） 欧米デザイナーのコレクションの作り方、教えます！ 参加 6名 

 

（５） カラービジネスネットワーク（ＣＢＮ）事業 

色彩文化の醸成、カラープランニングの社会への普及と新たなニーズの掘り起こしを目的に、

日本を代表する色彩団体・企業による活動を推進した。 

① 月 1回の交流会ならびに自由参加の交流会「カラーサロン」 

開催日 参加者数 

4月 21日（木） 参加 20名 

5月 27日（金） 参加 26名 

6月 16日（木） 参加 17名 

7月 21日（木） 参加 9名 

8月 19日（金） 参加 16名 

10月 21日（金） 参加 14名 

11月 18日（金） 参加 15名 

12月 16日（金） 参加 14名 

1月 19日（木） 参加 14名 

2月 24日（金） 参加 18名 

3月 24日（金） 参加 15名 

② スペシャルカラーサロン 

開催日 内容 参加者数 

4月 9日（土） 東京の色「浅草」測色ツアー 参加 7名 

9月 18日（日） 東京色「築地・銀座」測色ツアー 参加 18名 
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（６） 請負事業 

 

① 講師派遣 

開催日 内容 参加者数 

10月 6日（木） 北陸繊維産地連携高度人材育成事業 

「モノ創り支援講座」 

参加 20名 

1月 26日（木） 行田商工会議所色彩講座 参加 15名 

 

② 委員嘱託 

主催者 委員名 委員会等開催日 

文化服装学院 学校関係者評価委員会委員 7月 27日第 1回評価委員会 

9月 20日第 2回評価委員会 

公益社団日本フラワ

ーデザイナー協会 

花ファッション委員会委員 2月 6日花ファッション委員会 

プラスチック日用品

工業組合 

優秀製品コンクール審査委員 9月 30日 

日優秀製品コンクール審査会 

 

③ 情報発信業務受託 

受託カテゴリー 件名・クライアント名 内容 

イベント企画・運営 ・ 旭化成ベンベルグ８５周年トークシ

ョー 

・ J∞QUALITY JFW展示＆トークショー 

受託運営しているＷＥＢメディア 

ドレスアップメン登場者たちによ

るトークショー 

CM動画企画・制作 ・ POLUS（ポラス株式会社）テレビ CM テレビCM用動画の企画・制作・

進行・ディレクション 

 

WEB動画制作 ・（株）中央住宅 

・ (一社)日本自動車連盟 

・ （株）ツヴァイ  ほか多数 

WEB 用の動画制作と動画を組

み込んだWEBページの作成 

WEB運営・制作 ・（一社）日本アパレル・ファッション

産業協会 

・（一社）日本ファッション産業協議会 

・ 繊維ファッション産業協議会 

WEBサイト運営・WEBページ制

作 

原稿執筆 ・ 共同通信社 各地方新聞紙へのトレンド情報

原稿執筆 

調査 ・ NTT ストリートでのモバイル用ファッ

ションアプリのテスト使用と嗜好

調査 

サンプル配布 ・ 花王 ストリートでの花王製品の無料

配布とアンケートなど 
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（７） 各種イベント・行事等への後援 

 

イベント名 主催者 会期 

第１6回全国高等学校ファッション

デザイン選手権 

ファッション甲子園実行委員会 募集：3月 1日～5月 13日 

最終審査会：8月 21日 

2016 Tokyo 新人デザイナーファ

ッション大賞 

繊維ファッション産学協議会、  

東京ファッション・ビジネス活性化

実行委員会 

4月１日～3月 31日 

工芸都市高岡 2016クラフトコンペ

ティション 

工芸都市高岡クラフトコンペ実行

委員会 

募集：4月 7日～7月 10日 

審査会：7月 21日・22日 

「倉敷ファッションフロンティア

2016 

倉敷ファッションフロンティア実行

委員会 

募集：4月～7月 22日 

最終審査会：10月 28日 

JFWインターナショナル・ファッシ

ョン・フェア 2016年 4月展 

株式会社繊研新聞社 4月 26日～28日 

第 20回中国江蘇省輸出商品展

示会 

 一般社団法人日中経済貿易 

センター 

5月 17日～19日 

第 82回東京インターナショナル・

ギフト・ショー秋 2016 

株式会社ビジネスガイド社 9月 7日～9日 

第 34回 JFWインターナショナル・

ファッション・フェア（JFW-IFF) 

株式会社繊研新聞社 9月 26日～28日 

第 35回プラスチック日用品優秀

製品コンクール 

日本プラスチック日用品工業組合 9月 30日 

Amazon Fashion Week TOKYO 

2017S/S 

一般社団法人日本ファッション・ 

ウィーク推進機構 

10月 17日～23日 

第 35回 JAPANTEX2016 一般社団法人日本インテリアファ

ブリック協会 

10月 26日～28日 

第１5回ドリーム夜さ来い祭り （一財）ドリーム夜さ来い祭りグロ

ーバル振興財団 

11月 4日～11月 6日 

FASHION & BEAUTY LIVE 学校法人岩崎学園 横浜 fカレッ

ジ 

11月 15日 

新井淳一藝術展 湖北美術館 ほか 12月 9日～H31年 

第 9回文化ファッション大学院 

大学ファッションウィーク 

学校法人文化学園 文化ファッシ

ョン大学院大学 

1月 30日～2月 3日 

第 83回東京インターナショナル・

ギフト・ショー春 2017 

株式会社ビジネスガイド社 2月 8日～10日 

福岡アジアコレクション 2017 

SPRING-SUMMER 

福岡アジアファッション拠点推進

会議 

3月 18日 

Amazon Fashion Week TOKYO 

2017A/W 

一般社団法人日本ファッション・ 

ウィーク推進機構 

3月 20日～25日 
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Ⅲ．会議開催状況 

（１） 理事会 

回数 日時および会場 内容 

第 14回 ６月８日(水) 

日本商工会議所会議室Ａ 

議件（１）平成 27年度事業報告（案）の承認について 

（２）平成 27年度決算報告（案）の承認について 

（３） 平成 27年度公益目的支出計画実施報告（案）の

承認について 

（４）参与の委嘱について 

（５）第 12回評議員会の開催について 

（６）その他 

報告（１）資産の運用状況について 

（２）業務執行状況について 

（３）その他 

第 15回 ３月１０日(金) 

日本商工会議所会議室Ａ 

議件（１）平成２９年度事業計画（案）の承認について 

（２）平成２９年度収支予算（案）の承認について 

（３）顧問・参与の委嘱について 

（４）第１３回評議員会について 

（５）その他 

報告（１）アジアファッション連合会（ＡＦＦ）第 13回中

国・杭州大会について 

（２）平成２８年度「うらら会」の活動報告について 

（３）資産の運用状況について 

（４）業務執行状況について 

（５）その他 

 

（２） 評議員会 

 

回数 日時 内容 

第 11回 評議員会の決議があったも

のとみなされた日 ：  

201６年４月 2６日（火) 

 

評議員会への報告があっ

たものとみなされた日  ： 

201６年４月 2６日（火） 

決議事項 

評議員の選任（案）について 

理事の選任（案）について 

報告事項 

平成２８年度事業計画ならびに収支予算について 

アジアファッション連合会（ＡＦＦ）第１２回ベトナム

大会について 

第 1２回 評議員会の決議があったも

のとみなされた日 ：  

201６年６月 2４日（金) 

 

評議員会への報告があっ

たものとみなされた日  ： 

201６年６月 2４日（金） 

決議事項 

平成 27年度決算報告（案）の承認について 

監事の選任について 

報告事項 

平成 27年度事業報告について 

平成 27年度公益目的支出計画実施報告について 

参与の委嘱について 
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Ⅳ． 組織 

 

（１） 組織図 

・ 専務理事
・ 常務理事
・ 理事・事務局長

○主な事業
・日本クリエイション大賞事業
・シネマ夢倶楽部顕彰事業
・情報発信事業
・アジアファッション連合会（AFF）事業
・生活文化創造都市推進事業

事務局

　業務執行理事

理事会

評議員会

監事

理事長

委員会 顧問

参与

賛助会員（出捐企業）

 

 

 

 



18 

（２） 役員（理事・監事）・評議員・顧問・参与・相談役 

（20１７年 3月 31日現在） 

（敬称略・順不同） 

【理 事】 

理事長   馬場   彰 ㈱オンワードホールディングス 名誉顧問 

副理事長 平井  克彦 東レ㈱ 相談役 

副理事長 滝    一夫 タキヒョー㈱ 代表取締役社長 

副理事長 石田   徹 日本・東京商工会議所 専務理事 

専務理事 坪田  秀治 日本商工会議所 参与 

常務理事 加藤  公明 一般財団法人日本ファッション協会 

理 事 味岡 平一郎 ㈱ＡＪＩＯＫＡ 取締役会長 

理 事 近野   哲 旭化成㈱ 繊維事業本部 マーケティング室長 

理 事 石井  威望 東京大学 名誉教授 

理 事 小松原  仁 一般財団法人日本色彩研究所 理事長 

理 事 大西    洋 ㈱三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員 

理 事 大沼    淳 学校法人文化学園 理事長 

理 事 沢田   聡 東京ガス㈱ 常務執行役員 

理 事 岩田   功 
㈱三陽商会 代表取締役社長  

兼 社長執行役員 経営統轄本部長 

理 事 下野  勝之 資生堂ジャパン㈱ 経理・総務部 管理統括室長 

理 事 清水  卓治 ㈱シミズオクト 代表取締役会長 

理 事 杉村 亥一郎 凸版印刷㈱ 参与 

理 事 中山   洋 一般財団法人日本ファッション協会 事務局長 

理 事 西田  吉彦 西田通商㈱ 代表取締役 

理 事 畑崎  充義 ㈱ワールド 執行役員コーポレートプラットフォーム本部副本部長 

理 事 戸張  隆夫 一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会 専務理事 

理 事 松田  雍晴 日本ファッション産業協議会 事務局長 

理 事 三ヶ尻  裕 本田技研工業㈱ 渉外部担当部長 

理 事 森    英恵 デザイナー 

理 事 山口  玲子 ㈱ヴィヴィッド・レイ 代表取締役社長 

     以上理事 25人（定数 20人以上 30人以内） 

【監 事】 

監 事 新稲  淳一 ㈱レナウン 執行役員大阪支店長・プレステージ戦略事業部長 

監 事 幸本  智彦 
アクサ生命保険㈱ 取締役代表執行役副社長 兼チーフ 
ディストリビューションオフィサー 

監 事 萩平    勉 一般財団法人ファッション産業人材育成機構 理事長 

 以上監事３人（定数３人） 
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【評議員】 

古橋  利道 ジブラルタ生命保険㈱ 提携団体チームチームリーダー 

阿久津 和行 ㈱ツカモトコーポレーション 代表取締役社長 

秋山  弘昭 ㈱髙島屋 専務取締役 

阿部   旭 繊維産業流通構造改革推進協議会 専務理事 

岩崎 有紀子 学校法人岩崎学園 横浜 fカレッジ 学校長 

上原   誠人 ㈱東京會舘 代表取締役専務 

岩見  和敏 ㈱そごう・西武 取締役常務執行役員広島店長 

村田  荘一  
㈱大丸松坂屋百貨店 取締役兼常務執行役員営業本部長兼ＭＤ戦略推進

室長 

澤田  道隆 花王㈱ 代表取締役社長執行役員 

大久保 裕一 ㈱電通 執行役員 

木村  拙二 愛知産業㈱ 監査役 

渡邉  正一 日本ペイント・インダストリアルコーティングス㈱ デザインセンター所長 

齋藤   朝子 ㈱ピアチェーレ 代表取締役会長 

岩田  圭剛 札幌商工会議所 会頭 

立谷 光太郎 ㈱博報堂 執行役員  

田中  一雄 公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会 理事長 

田辺隆一郎 八王子商工会議所 会頭 

櫻野  泰則 ㈱熊谷組 常務取締役兼常務執行役員 経営企画本部長 

池永  和広 ライオン㈱ 秘書部長 

中西    一 ブルーミング中西㈱ 取締役社長 

牛村   稔 ㈱コーセー 商品デザイン部長 

二瓶  勝美 ＪＵＫＩ㈱ 常務執行役員 

中村  仁彦 福岡商工会議所 専務理事 

秋津  修祐 三井住友海上火災保険㈱ 広域法人部長 

大西  直人 豊田通商㈱ ライフスタイル部 部長補 

早川 謹之助 ㈱エトワール海渡 代表取締役社長 

高崎  孝司 富士通㈱ 流通ビジネス本部ファッション産業統括営業部長 

帯刀  保憲 ㈱松屋 代表取締役専務執行役員 

西渕  憲司 ㈱フジテレビジョン 執行役員 取締役報道局長  

三宅  正彦 ㈱ＴＳＩホールディングス 代表取締役会長 

丸山  浩之 帝人フロンティア㈱ 衣料営業企画部長 

山田  晋右 大塚製靴㈱ 代表取締役社長 

吉原  一雄 福岡アジアファッション拠点推進会議企画運営委員会 委員長 

鰐渕 美恵子 ㈱銀座テーラーグループ 代表取締役社長 

                         以上評議員 34人（定数 25人以上 40人以内） 
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【顧 問】 

尾崎   裕 大阪商工会議所 会頭 

山本  亜土 名古屋商工会議所 会頭 

上野   孝 横浜商工会議所 会頭 

立石  義雄 京都商工会議所 会頭 

家次   恒 神戸商工会議所 会頭 

                    以上顧問５人 

 

【参 与】 

久貝   卓 日本商工会議所 常務理事 

荒木  啓文 札幌商工会議所 専務理事 

今野   薫 仙台商工会議所 専務理事 

早福   弘 新潟商工会議所 専務理事 

西尾  昇治 東京商工会議所 常務理事 

荻島  尚之        横浜商工会議所 専務理事 

小川  秀樹 名古屋商工会議所 専務理事 

奥原  恒興 京都商工会議所 専務理事 

宮城   勉 大阪商工会議所 専務理事 

中林  志郎 神戸商工会議所 専務理事 

谷村  武士 広島商工会議所 専務理事 

高畠  正博 高松商工会議所 専務理事 

中村  仁彦  福岡商工会議所 専務理事 

鳥越  孝治 一般社団法人日本流行色協会 前専務理事 

                  以上参与 14人 

 

【相談役】 

岡田  卓也 イオン㈱ 名誉会長相談役 

                            以上相談役１人 

 

 

 

 

 

 

 

 


