
 

令和３年度 一般社団法人日本メンズファッション協会 事業報告書 

 

１．事業報告書 

 

１）定例総会 

日 時  令和３年５月１８日（火）午後１時００分～１時４５分 

場 所  グランドヒル市ヶ谷 東館３階「瑠璃（東）」の間（東京都 新宿区） 

出席者  １２５名（代理人出席及び表決委任者を含む） 

議 事  （１）令和２年度事業報告並びに収支決算の件 

     （２）令和３年度事業計画並びに収支予算の件 

     （３）役員改選承認の件 

 

 

２）理事会 

 ・第１回理事会 

日 時  令和３年５月１８日（火）午前１０時００分～１０時４５分 

場 所  グランドヒル市ヶ谷 東館２階「白樺」の間（東京都 新宿区） 

議 事  （１）総会上程議案の件 

     （２）入退会の承認 

     （３）その他 

 

 ・第２回理事会 

日 時  令和３年８月２５日（水）午後３時００分～３時４５分 

場 所  原宿の杜 ルアール東郷 「メインバンケットホール」（東京都 渋谷区） 

議 事  （１）令和３年度第１四半期事業経過報告並びに収支の件 

     （２）令和３年度事業計画進捗状況と組織強化について 

     （３）入退会の承認 

     （４）その他 

 

 ・第３回理事会 

日 時  令和４年２月２日（水）午後３時３０分～４時３０分 

場 所  アニヴェルセル表参道 ６階「ザ スイート」（東京都 港区） 

議 事  （１）令和３年度下半期事業経過報告の件 

     （２）令和４年度事業計画の件 

     （３）入退会の承認 

     （４）その他 

 

 

 



 

３）各事業経過報告 

 

■日本ファーザーズ･デイ委員会 

６月の第３日曜日「父の日」を記念し、平和で円満な家庭生活の推進を目的とし、「父

親への感謝」と「お父さん頑張って」と応援する気持ちを“黄色いリボン”に託した『父

の日黄色いリボンキャンペーン』は４０周年を迎え、次の事業を行った。 

後援：経済産業省（キャンペーン全体）、文部科学省（お父さんへの「似顔絵」「作文」コンクール） 

 

①第４０回『ベスト・ファーザー イエローリボン賞』発表・授賞式 

キャンペーンの中心的事業である「イエローリボン賞」の発表は、パレスホテル東京に

て開催した。新型コロナウイルス感染拡大防止のため授賞式後のパーティーは中止とな

ったが、来場者の理解も得て無事に終えることができた。なお、授賞式の模様は、テレ

ビ、新聞、雑誌、Ｗｅｂなど様々な媒体で取り上げられ、健康で明るい話題として「父

の日」を大いに認知させることができた。 

・開催日 令和３年６月２日（水） 

・場 所 パレスホテル東京 葵の間 （東京都 千代田区） 

 ≪ベスト・ファーザー イエローリボン賞受賞者≫ 

政治部門  伊澤史朗 （福島県双葉町 町長） 

経済部門  岩元美智彦（日本環境設計株式会社 会長） 

学術・文化部門 小川洋利 （国際すし知識認証協会 理事・認定講師） 

芸能部門  谷原章介 （俳優） 

スポーツ部門 中村憲剛 （元プロサッカー選手） 

・入場者数 約４３０名 （内訳 報道関係１５０名、会員ほか２８０名） 

 

②お父さんへの『似顔絵』『作文』コンクール 

親子のより深く強い絆を願って官公庁、教育委員会等のバックアップにより小・中学校

を中心に実施した。 

・第３２回お父さんへの『似顔絵』『作文』コンクール受賞者発表 

 受賞者発表 令和３年６月２日（水） 

≪コンクール受賞者≫ 

 ・似顔絵部門 

  文部科学大臣賞：高森千遥、ＦＤＣ会頭賞：小野てま理、金賞：広沢嵩政、 

銀賞：岡純之介、銅賞：川島 汐、竹内崚真、佳作：小嶋さら、福井晴基 

・作文部門 

 文部科学大臣賞：久家祥子、ＦＤＣ会頭賞：稲森彩子、金賞：森 惇、 

銀賞：岩本香菜、銅賞：中野民子、佳作：田仲浩子、吉田愛央、笹村弥生 

 

・第３３回お父さんへの『似顔絵』『作文』コンクール作品募集 

 期 間 令和３年４月１日（木）～８月３１日（火） 



 ③『ベスト・ファーザー ブック』発行 

・発行日 令和３年６月２日（水） 

・発 行 ハースト婦人画報社 メンズクラブ編集部 

 

 ④「父の日が来たよッ！」告知販促ツール発行 

プレゼント習慣の推進、定着の為に小売店（百貨店、量販店、専門店等）においてイエ

ローリボンをシンボルマークとして販促活動を推進し、参加企業の売上増に貢献すると

共に、市場の活性化を図った。 

 

 ⑤「イエローリボン ベスト・ファーザー賞 認定商品」制度 

「お父さんが笑顔になるもの」や「家族で満ち足りた素敵な時間を共有するもの」とい

った選考基準をもとに、７商品を選定し紹介を行った。選出された製品は、それぞれの

企業においてＰＲ及び販売促進活動に役立てていただいた。 

 

 ⑥チャリティ活動 

・「あしなが育英会」に対して寄付金を贈呈。 

・児童擁護施設四恩学園に会員企業から提供されたチャリティグッズを寄贈。 

 

 

 ■グッドエイジング委員会 

２００３年より立ち上げ１９年目を迎えたグッドエイジング事業は、人生１００年時代

を「いきいき、楽しく、かっこよく」送る新しいライフスタイルを提唱しようというも

ので、次の事業を行った。 

また、後世に受け継いでいかなければならない「メイド・イン・ジャパン」の技術力。

歴史と伝統からくるノウハウに裏打ちされた“技”“美”“心”を持つ個人及び企業を

「ＭＦＵマイスター≪技術遺産≫認証」として顕彰した。 

 

①第１９回『グッドエイジャー賞』発表・授賞式 

・開催日 令和３年９月９日（木） 

・場 所 グランドプリンスホテル高輪 プリンスルーム（東京都 港区） 

 ≪グッドエイジャー賞受賞者≫ 

阿川佐和子（作家・エッセイスト） 

由紀さおり（歌手） 

売野雅勇 （作詞家） 

尾上墨雪 （日本舞踊家） 

清水和雄 （株式会社土金 代表取締役社長） 

・入場者数 約２１０名 （内訳 報道関係５０名、一般 １６０名） 

 

 ②『グッドエイジング ブック』発行 

・発行日 令和３年９月９日（木） 



・発 行 アイピーエー 

 

 ③ＭＦＵマイスター≪技術遺産≫認証 授与式 

・開催日 令和３年９月９日（木） 

・場 所 グランドプリンスホテル高輪 プリンスルーム（東京都 港区） 

      （第１９回グッドエイジャー賞と併催） 

  ≪ＭＦＵマイスター認証受賞者≫ 

 菊池朝美 （株式会社柘製作所 パイプ作家） 

吉野明男 （株式会社フェールムラカミ 代表取締役会長兼社長） 

 

 ④グッドエイジングコミュニティ活動の支援 

・「大阪グッドエイジング倶楽部」（会員数：約８０名）支援 

 

 

 ■ベストドレッサー委員会 

ファッション意識の向上、豊かで充実した生活の提案、ファッション産業界の発展と各

界の文化交流を目指し、社団法人の設立時から続く協会を代表する事業である。ファッ

ションセンスは当然のことながらユニークかつ個性的な方々、ライフスタイル全体にお

洒落感の漂う方々など幅広い観点からベストドレッサーを選出した。 

記念すべき５０回目となる授賞式の模様はテレビ、新聞、雑誌、インターネットなど様々

な媒体で取り上げられ、年末恒例の明るい話題を提供することができた。 

東日本大震災以降チャリティ活動に力を入れ、「奇跡」や「夢かなう」といった花言葉

がある「ブルーローズ」のピンバッジを販売し、その売り上げをチャリティとして前年

に引き続き「あしなが育英会」に寄付した。 

 

 ①『第５０回 ベストドレッサー賞』発表・授賞式 

・開催日 令和３年１２月２日（木） 

・場 所 セルリアンタワー東急ホテル （東京都 渋谷区） 

 ≪ベストドレッサー賞受賞者≫ 

政治・経済部門 設楽 洋（株式会社ビームス 代表取締役社長） 

学術・文化部門 伊集院静（作家） 

芸能部門  吉岡里帆（女優） 

芸能部門  田中 圭（俳優） 

スポーツ部門 鳥海連志（車椅子バスケットボール選手） 

インターナショナル部門 マンリオ・カデロ（サンマリノ共和国特命全権大使） 

特別賞  草野 仁（フリーキャスター） 

・入場者数 約６２０名 （内訳 報道関係３００名、会員ほか３２０名） 

 

②『ＢＥＳＴ ＤＲＥＳＳＥＲ ＳＴＹＬＥ ＢＯＯＫ ２０２１』発行 

・発行日 令和３年１２月２日（木） 



・発 行 ハースト婦人画報社 メンズクラブ編集部 

 

 

 ■ベストデビュタント委員会 

デビューを果たした、若き才能あふれるクリエイターたちをサポートするために創設さ

れた「ベスト・デビュタント オブ ザ イヤー」。デビュタントとはフランス語の「社交

界などでデビューする人」。本賞は各界のデビュタントを応援することで、新しいジャ

パン・クリエイションの発信に貢献することを目的としている。 

令和３年度の受賞者は、社会・文化、各業界にその活躍が多大な影響を与え、各部門で

独自のスタイルを確立し、日本のみならず世界での活躍が期待される方々を選出した。 

 

①『第１８回 ベストデビュタント オブ ザ イヤー』発表・授与式 

・開催日 令和３年１２月２日（木） 

・場 所 セルリアンタワー東急ホテル （東京都 渋谷区） 

 ≪ベストデビュタント オブ ザ イヤー受賞者≫ 

小林裕翔（ファッションデザイナー） ファッション部門 

岡﨑龍之祐（デザイナー） ファッション部門 

角野隼斗（ピアニスト） 音楽部門 

７０３号室（ミュージシャン） 音楽部門 

ツバメアーキテクツ（建築家） 空間・インテリアデザイン部門 

 

②『ベストデビュタント２０２１ 小冊子』発行 

・発行日 令和３年１２月２日（木） 

・発 行 スピリコ 

 

 

 ■いい夫婦の日をすすめる会 

「いい夫婦の日」は、１９８８年に財団法人余暇開発センター（現:公益財団法人日本生

産性本部）が、夫婦で余暇を楽しむゆとりのあるライフスタイルを提案したことに伴い

制定。また、その日付が１１月２２日と定められたのは、「ゆとりの創造月間」が 

１１月であったことから、「いいふうふ」の語呂あわせで２２日に定められた。本会は、

８年前より当協会が事務局機能を果たし、次の事業を展開した。 

 

①いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー２０２１記者発表＆記念パーティ 

・開催日 令和３年１１月９日（火） 

・場 所 原宿の杜 ルアール東郷 （東京都 渋谷区） 

 ≪パートナー・オブ・ザ・イヤー受賞者≫ 

渡辺 徹（俳優）・榊原郁恵（タレント）ご夫婦 

ケネス・ライリー（ＡＩＧ損害保険株式会社 代表取締役社長）ご夫婦 

 



②いい夫婦川柳コンテスト 

広く一般より「夫婦」をテーマに川柳を募集。応募作品は７２８２作品。 

 

③夫婦ボウリング大会 

日本ボウリング場協会と共催し、１１月の１か月間全国約１８０ヶ所のボウリングセン

ターで開催。参加人数は２７４１組５４８２名。 

 

④いい夫婦の日記念ウォーク 

神田明神に隣接する「宮本公園」をスタートし、縁結びや良縁にご利益のある「妻恋神

社」や金運アップの「不忍池辯天堂」など都内屈指のパワースポットを巡る約１１km 

のコースに２７７名が参加した。 

 

 

 ■セミナー・会員交流委員会 

 ①ファッションマーケティング研究会 

時節の関心事を取り上げ、ファッション情報を会の内外に提供するべく「ファッション

マーケティング研究会」を４回開催した。 

 ○第８１回ファッションマーケティング研究会 

開 催 日：令和３年５月１８日（火）午後２時００分～３時３０分 

場  所：グランドヒル市ヶ谷 東館３階「瑠璃（東）の間」（東京都 新宿区） 

テ ー マ：ＳＤＧｓブームの行方 ～beyond2030のシン・ニホンを展望する～ 

講  師：加藤芳男 日経ＢＰ総合研究所 サステナブル経営ラボ アドバイザー 

参加人数：８９名（会場参加３４名、ライブ配信５５名） 

内  容： 

ＳＤＧｓは、イメージアップやブランディングの手段ではなく、正しく理解していく必

要があると指摘。社会・経済をＳＤＧｓでアップデートし、「シン・ニホン」の未来を

目指して、チャレンジしていくべきであると語った。 

  

 ○第８２回ファッションマーケティング研究会 

開 催 日：令和３年８月２５日（水）午後４時３０分～６時００分 

    （懇親会 午後６時１０分～７時００分） 

場  所：原宿の杜 ルアール東郷（東京都 渋谷区） 

テ ー マ：大正時代、洒落者の着物（ナリ）と遊び 

講  師：柘恭三郎 株式会社柘製作所 代表取締役会長 

参加人数：１０３名（会場参加５３名、ライブ配信５０名） 

内  容： 

浅草で生まれ育ち、粋に着物を着こなす柘恭三郎氏より洒落者のナリについてお話い

ただいた。また、いなせな着物の着こなし方や、腰回りの扇子や根付、煙草入れ、煙

管などの職人仕事の凄さも伝えていただいた。 

 



 ○第８３回ファッションマーケティング研究会 

開 催 日：令和３年１２月１６日（木）午後３時３０分～６時００分 

    （懇親会 午後６時１０分～７時００分） 

場  所：原宿の杜 ルアール東郷（東京都 渋谷区） 

テ ー マ：来年の日本に曙光を見る ～政治・経済からトレンド商品まで～ 

講  師：山口一臣 株式会社テックベンチャー総研 代表取締役ＣＥＯ 

     品田英雄 日経ＢＰ総研 上席研究員 

参加人数：８８名（会場参加４５名、ライブ配信４３名） 

内  容： 

山口氏より「岸田政権の行方と政権交代の可能性」をテーマに、普段報道で見聞きす

る内容とは異なる視点で現在の政局を解説した。品田氏には日経トレンディで発表さ

れた「ヒット商品ベスト３０」より、ヒット商品の傾向やヒットの理由を分析、解説

いただいた。 

 

 ○第８４回ファッションマーケティング研究会 

開 催 日：令和４年２月２日（水）午後５時００分～６時３０分 

場  所：アニヴェルセル表参道 ３階「ザ グランド」（東京都 港区） 

テ ー マ：持続可能で豊かな「循環型社会」の実現に向けて 

講  師：岩元 美智彦 日本環境設計株式会社 取締役会長 

参加人数：１１６名（会場参加６５名、ライブ配信５１名） 

内  容： 

ケミカルリサイクル技術で地下資源を使わずに地球上にあるすべての物を半永久的に

リサイクルし、持続可能な循環型社会を創るための取り組みを具体的な事例を挙げな

がら語っていただいた。 

 

 

 ②ＭＦＵ分科会 

より専門的な話題を取り上げたセミナーとして「分科会」を開催した。 

 ○第１５回ＭＦＵ分科会 ≪東京ネクタイ協同組合と共催≫ 

開 催 日：令和４年３月２３日（水）午後４時００分～６時００分 

場  所：東郷神社 和楽殿（東京都 渋谷区） 

テ ー マ：デジタルなしには語れない ～デジタルネイティブ世代の関心事～ 

講  師：渡辺太郎 有限会社渡小織物 三代目 

ファッション専門学校卒業生５名 

参加人数：７２名（会場参加４６名、ライブ配信２６名） 

内  容： 

１部に登壇した渡辺氏より、ユーチューブで配信した「工場見学動画」や「ネクタイ動

画」に関するエピソードを中心に披露した。２部では若者５人がパネリストとして登壇。

ネクタイ業界に対するイメージやデジタルネイティブ世代ならではの価値観・購買行動

についてそれぞれの考えを披露した。 



 

 ③ＭＦＵ特選セール 

会員各社の商品の販売促進を目的に、合同出品による特選セールを実施した。 

開 催 日：令和３年９月１８日（土）～１９日（日） 

場  所：五反田ＴＯＣ １３階１３０号室（東京都 品川区） 

 

 

■情報・広報活動 

（１）業務及び財務等に関するディスクロージャー資料を公開することにより、社会的

認識を高めるとともに、ホームページ上で構成メンバーのリストを掲載し、ビジネスチ

ャンスを生むことを図った。 

（２）活動内容や会員情報を公開することを目的に「ＭＦＵブログ」「フェイスブック」

「ツイッター」「インスタグラム」を活用し、メンズファッションの基礎知識を一般に

公開し、情報発信を行った。 

（３）会員向け「ＹｏｕＴｕｂｅ ＭＦＵ公式チャンネル」を開設し、各事業やセミナーを動

画で視聴できるよう配信した。 

 

 

 


