
 

平成 29年度事業計画 

1 協力事業 

 

事  項 実 施 予 定 

1 2017アビリンピック 

 

開催日 平成 29年 11月 17日（金）～11月 19日（日） 

会 場 栃木県       （洋裁職種）（縫製職種） 

2 第 55回 

技能五輪全国大会 

開催日 平成 29年 11月 24日（金）～11月 27日（月） 

会 場 栃木県       （開・閉会式会場） 

          （洋裁職種 競技会場） 

 

3 関係団体 

 

開催日 平成 29年 5月～  東京都職業能力開発協会関係参加 

総会及びものづくり「匠の技」フェア等 

開催日 平成 29年 6月～   中央職業能力開発協会関係参加 

  総会及び検定委員の派遣等 

開催日 平成 29年 6月～ （一社）全国技能士会連連合会関係参加 

総会及びものづくり「匠の技」フェア等 

開催日 平成 29年 5 月～  （一社）東京都技能士会連合会関係参加 

総会及びものづくり事業 等 

開催日 平成 29年 5月～  全技連・東京マイスター会 関係参加 

開催日 平成 29年 8月    ものづくり・匠の技の祭典 

 

 

 

 

2 独自事業 

 

 

事項 実 施 予 定 

 

1. 第 5回定時総会 

（全国理事会） 

 

5月 29日（月）  12：30～ 

会 場 ： 宮城県仙台市 ホテルメトロポリタン 

 

懇親会 

2. 第 42回経営セミナー  

5月 29日（月）～ 31日（水） 14：00～ 

会 場 ： 宮城県仙台市 ホテルメトロポリタン 

 

講 演 ： 講師 天津 優氏 ・ 下河原希雄氏  

      懇親会 

 

親睦旅行： 東日本震災後 復興様子及び（宮城県・岩手県）観光 

 



 

3. 第 78回夏期洋裁大学 

実行委員長 

    

 

8月 26日（土）・27日（日）  中野サンプラザ 

講師予定 未定    

 

 

 

4.  全国理事会 

 

4月 

5月 

8月 26日（土） 16：00～   中野サンプラザ 8Ｆ研修室 

3月 

5． 2017全日本洋装技能 

コンクール開催 

（日本洋装協会と共催） 

 実行委員長  

 

審査会 平成 29年 10月  8 日（日） 中野サンプラザ 

発表会 平成 29年 11月 10日（金）   新橋ヤクルトホール 

 

6．技術講習会 

 

 

年 2回  

7．本会の目的を達成する

ために必要な事業 

 

 

 

 

 

支部活動事業 

 

事項 実 施 予 定 

北海道支部 総会・例会 

理事会（10回） 

北海道職業能力開発協会関係行事 協力参加 

北海道技能士会 関係行事    協力参加    

前期・後期 技能検定事前講習会  

前期技能検定実施〈委託〉 

道技連  技青道央ブロック会議   

後期パターン検定 実施 

針供養 

北海道技能競技大会 講習会  

北海道技能競技大会  

(一社)全国技能士会大会参加 

山形支部 総会 

理事会 

技能講習会 

技能検定 

技能五輪強化訓練 

芋煮会 

新年祝賀会 

（一社）全国技能士連合会大会 参加 

県職業能力開発協会及び県技能士会 関係行事 等 協力参加  



宮城県支部 総会・花見の会 

支部定例会 

全国経営セミナー 担当 

プチ技能講習会 

技能検定実技試験 実施 

県職業能力開発協会及び県技能士会 関係行事 等 協力参加  

埼玉支部 総会 

前期技能検定講習会        

秋期講習会 

役員会 

後期技能検定講習会 

新年祝賀会 

春期講習会 

（一社）全国技能士連合会大会 参加 

県職業能力開発協会及び県技能士会 関係行事 等 協力参加  

東京支部 総会 

技能国家検定実技（都より委託） 実施  

理事会 

研究会（年 5回）  

ものづくり・匠の技の祭典 参加 

東京都職業能力開発協会 関係行事 等 協力参加 

       （ものづくり体験指導・フォローアップ講習会等） 

東京都技能士会連合会  関係行事 等 協力参加 

（一社）全国技能士会連合会大会等 関係行事 参加 

技能コンクール 全面協力 

東京都技能士会連合会研修セミナー 参加 

都立城東センター「オーダーメイドの技」向上訓練 実施 

新年挨拶廻り（官庁及び関係団体） 

 

大阪支部  

OYG総会 

研修会 (年 4回) 

研修会郊外学習  

新春懇親会 

 

兵庫支部 姫路技能フェスタ 2016 参加 

講習会 ジャケット製作 

紳士服西部技団技術ゼミナール 参加 

前期技能検定講習会  

技能国家検定 実施  

ひょうご技能グランプリ競技会 参加 

ひょうご技能グランプリ＆フェスタ 参加  

（ファッションショー・作品展示 ・体験学習指導）  

パターンメーキング講習会 

（一社）全国技能士連合会大会 参加 

兵庫県職業能力開発協会 関係行事 等 協力参加 

兵庫県技能士会     関係行事 等 協力参加   



島根支部 総会 

研究会  

会員作品展  

技能祭  展示 体験コーナー即売会  

講習会  

ものづくり体験教室   県指定中学校に指導派遣 

（一社）全国技能士連合会大会 参加 

島根県職業能力開発協会 関係行事 等 協力参加  

島根県技能士会     関係行事 等 協力参加  

西日本マイスター会       関係行事   等 協力参加 

岡山支部 総会 

技能検定短期訓練講習会 

国家技能検定試験 実施   

技能検定（学科）講習会  

第 35回近畿・中国・四国技能士会ブロック大会参加 

エネルギアロビー展 

研究会 ファッション講座 

技能五輪大会参加 

おかやまものづくりフェア 2017 参加 

（一社）全国技能士連合会大会 参加 

新年懇親会 

岡山県洋裁技能競技大会 

岡山県洋裁技能協会競技大会表彰式 

岡山県職業能力開発協会  関係行事 等 協力参加  

岡山県技能士会      関係行事 等 協力参加  

西日本マイスター会       関係行事 等 協力参加 

福岡支部 総会並びに新年会 

役員会 

研究会 

技術講習会  

（一社）全国技能士連合会大会 参加 

福岡県職業能力開発協会  関係行事 等 協力参加  

福岡県技能士会      関係行事 等 協力参加  

福岡県マイスター会     関係行事 等 協力参加 

 

宮崎支部 総会・ 

技能講習会 

ものづくり体験教室  

（一社）全国技能士連合会大会 参加 

宮崎県職業能力開発協会  関係行事 等 協力参加  

宮崎県技能士会      関係行事 等 協力参加  

 

 

 

 

 

 



 

平成 29年度 予定 会員数 

 

番号  正会員 準会員 備考 

1 法人会員 2社   

2 賛助会員 2社   

3 個人会員 14   

4 北海道支部 6 12  

5 山形支部 6 7  

6 宮城支部 2 8  

7 埼玉支部 9 29  

8 東京支部 18 14  

9 大阪支部 2 7  

10 兵庫支部 4 12  

11 島根支部 1 7  

12 岡山支部 10 37  

13 福岡支部 3 18 準会員 少し減る可能性あり調査中 

14 宮崎支部 1 6  

15 個人会員入会予定 3  大分県 鶴丸礼子 

沖縄県 島袋つる子 

静岡県 三輪りきえ 

合計  83 157  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成 29年 2月 15日 

    

福原 美穂子 先生 

 

      いつも大変お世話様になりましてありがとうございます。 

 

      御具合は いかがですか？ 

 

      大阪の方は 寒気が居座っているとかですが 大丈夫ですか 
 

  早速ですが 内閣府に提出いたす 29年度の事業計画を 

 

お忙しい折誠に恐縮に存じますが 

 

17日までに FAXでご返答いただきたくお願い申し上げます 

 

  尚 会員数にいたしましても 現状をお知らせください。 

 

  後日 修正もできますので 

 

 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

  全日本洋裁技能協会 

   事務員  堀合 美鈴 

 


