
No.No.No.No.１１１１ 芳賀芳賀芳賀芳賀 昌子昌子昌子昌子
天女をイメージした衣装でランウェイを歩きます。
No.No.No.No.２２２２ 中芝中芝中芝中芝 浩美浩美浩美浩美 中芝中芝中芝中芝 うたうたうたうた
「昭和レトロなファッション」をテーマに、娘のう
たさん（１歳）とランウェイを歩きます。
No.No.No.No.３３３３ 佐々木佐々木佐々木佐々木 宇月宇月宇月宇月 中村中村中村中村 百花百花百花百花 黒沢黒沢黒沢黒沢 優宇優宇優宇優宇
子どもたちの普段はできない「憧れ」を詰め込
んだコーディネートで登場。
No.No.No.No.４４４４ 東磐猟友会室根支部・鈴木東磐猟友会室根支部・鈴木東磐猟友会室根支部・鈴木東磐猟友会室根支部・鈴木 一男一男一男一男
現代のハンターの服装に身を包みながら、模擬
銃を持って、団体の活動をPRします。
No.No.No.No.５５５５ 千厩着物虫干し会千厩着物虫干し会千厩着物虫干し会千厩着物虫干し会
一関市千厩町を中心に、虫干し感覚で着物を
着て町を歩き、町の魅力を再発見しようと活動
中。
‣‣‣二階堂二階堂二階堂二階堂 しづえしづえしづえしづえ 吾妻吾妻吾妻吾妻 康子康子康子康子

「アンティーク着物」でランウェイに登場。
‣‣‣千葉千葉千葉千葉 和子和子和子和子

振袖を着用し、ランウェイを歩きます。
‣‣‣西城西城西城西城 恵美子恵美子恵美子恵美子

振袖をリメイクした衣装で登場します。
‣‣‣高橋高橋高橋高橋 勝美勝美勝美勝美

片身替模様の着物と小物を合わせたコー
ディネート。

‣‣‣鈴木鈴木鈴木鈴木 陽子陽子陽子陽子
無地の着物をアレンジし、柄の入った華やか
な着物でランウェイを歩きます。

No.No.No.No.６６６６ 伊惣商店・伊藤伊惣商店・伊藤伊惣商店・伊藤伊惣商店・伊藤 京子京子京子京子
伊惣商店では、古着のリメイク作品などを取り扱
っています。今日は、祝旗のリメイクと大漁旗をリ
メイクしたコーディネートで店舗のPRをします。
No.No.No.No.７７７７ 鞠鋼鞠鋼鞠鋼鞠鋼 琥珀琥珀琥珀琥珀
親から譲り受けた服と自分の持っている服とを組
み合わせ、オリジナルキャラを表現。

イチコレ
第２回コンテスト

いちのせき市民モデルコレクション

合言葉は、
「このマチにもファッションショーがある」

誰がどんな格好でどんな目的で
ランウェイを歩いても良い

“モデルが主役”のファッションショー「イチコレ」
「いちのせき市民フェスタ」内の

“育っていく企画”として、
2014年から開催してしています

８回目となる今年は、
コロナ禍におけるリスク回避の一環として、

市民フェスタとは別日程で開催
ファッションのデザイン性ではなく、

“ファッションがいかにモデルを輝かせているか”
にスポットをあてる

新スタイルのファッション&パフォーマンスショーを
ぜひご体感ください

2021.11.23.tue
15:00ー16:30

＠川崎市民センター内ホール

▼一般市民モデル
「自分のファッションを見てほしい」 「自分の作った服を見てほしい」「自分たちの活動を知ってほしい」
「一関市内のアパレルショップを知ってほしい」そんな４つのテーマに応募してきた市民モデルたちです。

No.No.No.No.８８８８
‣‣‣小川小川小川小川 友友友友 佐藤佐藤佐藤佐藤 莉帆莉帆莉帆莉帆

双子コーデで遊園地を楽しむ２人。ちょっと背
伸びしてアクセサリーも揃えて、お姉さんコー
デに挑戦。

‣‣‣橋本橋本橋本橋本 さくらさくらさくらさくら 小野寺小野寺小野寺小野寺 花純花純花純花純 千葉千葉千葉千葉 心遥心遥心遥心遥
服、靴、マスク、髪型をお揃いにして、初めての
ランウェイを歩きます。

No.No.No.No.９９９９ 須藤須藤須藤須藤 涼涼涼涼
株式会社UNIQLO・ユニクロ一関店とのコラボ。
足元のバランスにこだわりました。
No.No.No.No.１０１０１０１０ 小野寺小野寺小野寺小野寺 千菜千菜千菜千菜
ドンドンダウンオンウェンズデイ一関店とのコラボ。
鮮やかな緑色に大きな襟を合わせ、大人の雰囲
気が出るようにファーコートを加えたのがポイント。
No.No.No.No.１１１１１１１１ 佐藤佐藤佐藤佐藤 八代江八代江八代江八代江 千葉千葉千葉千葉 明子明子明子明子
ピアノ演奏者としてソロ活動している八代江さん
と八代江さんの衣装を手掛けるデザイナーの明
子さんが一緒にランウェイを歩きます。
No.No.No.No.１２１２１２１２ 柳田柳田柳田柳田 さくらさくらさくらさくら
今年度、室根地域に配属されている緑のふるさと
協力隊のさくらさん。「就労継続支援B型事業所
ラボーレペコラ」の衣装と「ふさすぐりの会」のアク
セサリーで登場です。
No.No.No.No.１３１３１３１３ 野坂野坂野坂野坂 真緒真緒真緒真緒
MAGIC MARKETとのコラボ。これからの冬をイ
メージしたコーディネートです。
No.No.No.No.１４１４１４１４ 畠山畠山畠山畠山 莉来莉来莉来莉来
MAGIC MARKETとのコラボ。身長を活かした大
人っぽいコーディネートに挑戦。
No.No.No.No.１５１５１５１５ 鎌田鎌田鎌田鎌田 芳芳芳芳
「反骨精神」をテーマに、全身をコーディネート。マ
スク、レイヤード、ドレープがポイントです。

▼カツコレ
コロナ禍で、日頃の練習の成果を発揮する機会が
激減している市内の芸術文化・スポーツ団体など
の活動紹介の機会を提供したいという想いから、
最大1分間の活動PR動画を公募し、５団体から応
募をいただきました。
No.No.No.No.１１１１ キッズコーラスたんぽぽキッズコーラスたんぽぽキッズコーラスたんぽぽキッズコーラスたんぽぽ
No.No.No.No.２２２２ 千厩八幡太鼓千厩八幡太鼓千厩八幡太鼓千厩八幡太鼓
No.No.No.No.３３３３ 内閣府認証内閣府認証内閣府認証内閣府認証NPONPONPONPO法人法人法人法人 日本空手松涛連盟日本空手松涛連盟日本空手松涛連盟日本空手松涛連盟 大濤塾大濤塾大濤塾大濤塾
No.No.No.No.４４４４ 金管バンドクラブ（千厩）金管バンドクラブ（千厩）金管バンドクラブ（千厩）金管バンドクラブ（千厩）
No.No.No.No.５５５５ 一関夢限大一関夢限大一関夢限大一関夢限大
▼オジコレ
中高年男性の「ファッションに興味はあっても似合
う服が分からない」 などの切実な声を受け、市内
の素敵なおじさま方と市内のアパレル関係企業と
のコラボステージを実現！今年は4名のおじさまが
ランウェイに登場。
No.No.No.No.１１１１ 小山小山小山小山 賢一賢一賢一賢一
「娘とのデート」をテーマに、株式会社UNIQLO・ユニクロ
一関店とのコラボ。オレンジ色のニット帽がポイントです。
No.No.No.No.２２２２ 熊谷熊谷熊谷熊谷 佳美佳美佳美佳美
「ジャズ喫茶に行く」をテーマに、株式会社UNIQLO・ユニ
クロ一関店とのコラボ。コーデュロイ素材のシャツとデニム
パンツを合わせたコーディネートです。
No.No.No.No.３３３３ 伊藤伊藤伊藤伊藤 博人博人博人博人
ドンドンダウンオンウェンズデイ一関店とのコラボ。高身長
のスタイルを活かしたコーディネートです。古着店らしい遊
び心溢れるコーディネートがポイントです。
No.No.No.No.４４４４ 岩渕岩渕岩渕岩渕 典仁典仁典仁典仁
株式会社京屋染物店の自社ブランド「en・nichi」の
「HANTEN」と「SAPPAKAMA」に、株式会社シャンブ
レーと株式会社大東ニットがコラボした「ぶかぶかしない！
ビックシルエットなのに上品に“キマる”大人専用Tシャツ」
のコーディネート。
▼審査員
二宮二宮二宮二宮 柊子柊子柊子柊子 氏氏氏氏 （染色作家・ファッションデザイナー）（染色作家・ファッションデザイナー）（染色作家・ファッションデザイナー）（染色作家・ファッションデザイナー）
菅原菅原菅原菅原 祥祥祥祥 氏氏氏氏 （岩手日日新聞社（岩手日日新聞社（岩手日日新聞社（岩手日日新聞社 メディアビジネス局メディアビジネス局メディアビジネス局メディアビジネス局 局長）局長）局長）局長）
鈴木鈴木鈴木鈴木 忍忍忍忍 氏氏氏氏 （川崎町女性協議会（川崎町女性協議会（川崎町女性協議会（川崎町女性協議会 会長）会長）会長）会長）



※順不同

【運営スタッフ】

衣装協力
■■■■株式会社株式会社株式会社株式会社UNIQLOUNIQLOUNIQLOUNIQLO

ユニクロ一関店ユニクロ一関店ユニクロ一関店ユニクロ一関店
<住所>
岩手県一関市山目泥田5-3
<問合>
0191-33-1060
※ユニクロ一関店の情報は「ユニクロ一関
店」で検索していただくと上位に表示されます。

■■■■株式会社京屋染物店株式会社京屋染物店株式会社京屋染物店株式会社京屋染物店
<住所>
岩手県一関市大手町7-28
<問合>
0191-23-5161

■■■■MAGICMAGICMAGICMAGIC MARKETMARKETMARKETMARKET
<住所>
岩手県一関市大町1-55

サンシャインビル1F
<問合>
0191-26-1515

■■■■株式会社シャンブレー株式会社シャンブレー株式会社シャンブレー株式会社シャンブレー
<住所>
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目39-5

水天宮北辰ビル8階
<問合>
03-5614-1395

■■■■株式会社大東ニット株式会社大東ニット株式会社大東ニット株式会社大東ニット
<住所>
岩手県一関市大東町摺沢上堺ノ沢30-3
<問合>
0191-75-2630

■■■■ドンドンダウンオンウェンズデイドンドンダウンオンウェンズデイドンドンダウンオンウェンズデイドンドンダウンオンウェンズデイ
一関店一関店一関店一関店

<住所>
岩手県一関市赤荻字堺82-2
<問合>
0191-25-6866

■■■■ふさすぐりの会ふさすぐりの会ふさすぐりの会ふさすぐりの会
<住所>
岩手県一関市室根町

折壁字中西２０
<問合>
0191-64-2361

※１ 「就労継続支援B型事業所ラボーレペコラ」
では、宮城県気仙沼市の「OIKAWADENIM」か
ら無償提供された生地を使用したバックや服飾
雑貨などを当事業所の利用者と製造しています。
受注制作のほか道の駅むろねでも購入可能。
※２ 「ふさすぐりの会」は、ネックレスやイヤリング
など、草木染による繭細工を30年以上続けてい
ます。受注制作のほか道の駅むろねでも購入可
能。

※１

※２

※順不同で表記しています。

office Leone 小幡 未穂
（MC・ウォーキング指導）

ヨシダシンドウジムショ 吉田 真童
（生配信）

千葉 加奈得
（カメラ）

株式会社ロード 山田 幸夫
（照明）

Ｊスタッフ協議会
（運営補助）

たくさんのボランティアスタッフに
よってイチコレは開催されます。

イチコレを支える「チームイチコレ」
スタッフは常時募集中です！

一緒に企画を
創り上げていきましょう！

運営スタッフ

主催
いちのせき市民活動センター

一関市

問合
■いちのせき市民活動センター

〒021-0881
岩手県一関市大町4-29

なのはなプラザ4階
TEL：0191-26-6400
FAX：0191-26-6415

イチコレの情報を
Instagramで発信中！
フォローお願いします♪

本日の生配信のほか、
過去のイチコレの様子も
ご覧いただけます(^^)/

■■■■一般社団法人ほまれの会一般社団法人ほまれの会一般社団法人ほまれの会一般社団法人ほまれの会
就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援BBBB型事業所型事業所型事業所型事業所

ラボーレペコララボーレペコララボーレペコララボーレペコラ
<住所>
岩手県一関市室根町

津谷川葛ヶ沢145-5
<問合>
0191-

65-2200


