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11/15-17 アジア最⼤の美容化粧品展「⾹港Cosmoprof Asia
2016」にミス⽇本グランプリの松野未佳さんがゲスト登場。品質
の⾼い⽇本の化粧品を世界にアピール！ 展⽰会のテープカットか
らゲストとして登場した松野さんは存在感を⽰し、会期中は取材の
カメラがひっきりなしでした。

11/4〜８ 毎年恒例のカンボジアKEP州の都市美化キャン
ペーン。11年度着物の新井寿枝さんと、14年度海の⽇の花
岡⿇⾥名さんが、ミス⽇本OGたちの⼒をあわせて作った啓
発ダンス「ビューティサイズ」で、400⼈の⼦供たちに環境
道徳を教えます。⼩学校には焼却炉が贈られました。

★11月の活動★

11/28 愛の集いにゲスト出席

11/2 新価値創造展ではモ
デルを務めた⽊製サーフ
ボードなども展⽰。

11/26 IBF＆ローラメルシエの
メイクセミナーモデル。

11/24 スリムクイーンコン
テストは、エステで10キロ
以上もの痩⾝効果を得た⽅々
が次々に登場。受賞者の笑顔
が晴れやか。

11/3 蒲⽥映像フェスは⽻⽥国際
ターミナルで開催。対談は勉強会
でもお世話になっている牧野⽒。

11/12 ⾚穂シティマラソンは沿道
応援や表彰式など、コース外で活躍。

10/28
⼋頭ではTVリポーター

2⽇ 新価値創造展2016 ⽇本の⽣態系から⽣まれる⽊と緑の新価値を未来へつなぐ
パネリスト/飯塚

3⽇ 蒲⽥映像フェスティバル 江⼾の⽂化･浮世絵コード 聞き⼿役/松野
東京新聞毎⽇会従業員決起⼤会 ゲスト/須藤

4〜8⽇ カンボジア スリーハーツ財団 Kep kep Clean2016/14海花岡
5⽇ ⼤分県 第16回豊かな国の森づくり⼤会 植樹など/飯塚
6⽇ 埼⽟県 ⽊とのふれあい祭り /松野

愛の集いディズニーランド障がい者招待ボランティア
OPゲスト/松野､須藤､杉浦､織茂､14⽔ ⾅⽥､11GP⾕中､10ネイチャー鈴⽊

8⽇ 下⽔道事業促進全国⼤会＆陳情活動 /須藤
9⽇ 下⽔道管路管理セミナー＆下⽔道管路管理技術発表会 司会/須藤
10､11⽇ みどりの⼥神副賞 信州･信濃町癒しの森体験ツアー森林セラピー/飯塚､杉浦
11⽇ ⼩学館「ミス⽇本の美⼈⾷」レシピブック モデル撮影/15畠⼭
12⽇ ⾚穂シティマラソン⼤会 前夜祭ゲスト/松野
13⽇ ⾚穂シティマラソン⼤会 スターターゲスト/松野
15-17⽇ ⾹港 Cosmoprof Asia 2016 出演/松野
18⽇ もあなキッズ森の幼稚園⾃然楽校 REDD＋紙芝居披露/飯塚
20⽇ 平成28年度千葉北部毎⽇会スタッフ⼤会 ゲスト/松野､⾕本
23⽇ 連合毎⽇会優秀社員表彰式 ゲスト/松野
24⽇ スリムビューティハウス スリムコレクション＆第36回スリムクイーンコンテスト

ゲスト審査員等/松野､須藤､飯塚､杉浦､⾕本
国⼟緑化推進機構「ぐりーん・もあ」取材/飯塚
⼩学館「ミス⽇本の美⼈⾷」レシピブック モデル撮影/15秋⼭

25⽇ 東京都下⽔道局 北多摩⼆号・浅川⽔再⽣センター間連絡管の完成式典 司会/須藤
アサヒビール株式会社 農林⽔産⼤⾂賞受賞 アサヒの森 視察学習/飯塚

26⽇ IBF国際美容連盟 ローラメルシエ メイクアップセミナーモデル/松野
⿃取県⽇南町林業祭り 伐⽊チャンピオンシップ ゲスト出場/飯塚

28⽇ 東京都農林⽔産振興財団 多摩産材利⽤拡⼤フェア 開会式典司会/飯塚
愛の集いチャリティーオークションパーティ ゲスト/松野､⾕本

30⽇ ⼩学館「ミス⽇本の美⼈⾷」レシピブック モデル撮影/松野､04平野､85⾚須

★ ファイナリスト勉強会★
3⽇ ⾃適に嗜むいけばなの美と⼼ 講師：華道家元池坊華道教授 桶澤達也⽒

元宝塚トップスター鳳蘭先⽣による「魅せるウォーキング」
4⽇ Fresh&Cleanメイクアップ ミス⽇本に求められる美と清潔感

講師：IBF国際美容連盟本部講師 鎌林泉⽒
世界に愛される⽇本⽂化「浮世絵」

講師：⽇本ユネスコ協会連盟評議員 牧野健太郎⽒
5⽇ イキイキコミュニケーションを⼿にする「教育コーチング」研修

講師：⽇本⻘少年育成協会 ⼤澤⼀通⽒、直江弘明⽒、仲野⼗和⽥⽒、増⽥乃美⽒
6⽇ 「間と響き」の講義 講師：第⼗⼆代江⼾常盤津⼀中節家元 都⼀中⽒

フィニッシングスクール セイバイアキコ 1⽇講習 講師：清⽔彰⼦⽒

11//6 ⽊の家のぬくもりを伝える
松野未佳さん。⼦ども達に記念品
をプレゼント。



★1２月の予定（予定/調整中含む）★

11/18 園児たちに⽊を育てて
使うサイクルを、お⼿製の紙芝
居でお話した飯塚さん。

10/27 40周年記念式典司会。

11/3 ⽣花の講義。空間を意
識してお花をいけることで、
美しいと感じる⼼について考
える。

2⽇ 薪協会 ミス⽇本みどりの⼥神と薪を知ろうシンポジウム パネリスト/飯塚
3⽇ GKP⽔ビジネスセミナーʼ16in茨城⼤学 ゲスト/須藤
4-7⽇ ⽣物多様性条約第13回締約国会議COP13 UNDB-DAY(メキシコ･カンクン)

発表者/飯塚
5⽇ 第49回ミス⽇本コンテスト2017 開催告知＆ファイナリスト紹介記者発表会

スポーツニッポンフォーラムForAll2016 ゲスト/松野､織茂
7⽇ 全国緑化推進委員会連絡協議会 発表/飯塚
8-10⽇ エコプロ展2016

⽔をめぐる⼤冒険！（GKP/メタウォーター）/須藤
ウッドデザイン賞表彰式、森林からはじまるエコライフ展2016/飯塚

13⽇ 野村IR資産運⽤フェア2016 メタウォータートークショー/須藤
林野庁薪ストーブ点⽕式/飯塚

14-18⽇ Keep Angkor Clean! 2016 /飯塚､15GP芳賀、12GP新井
15⽇ 2016年度社会⼈野球ベストナイン表彰式 /松野
15-16⽇ ビストロ下⽔道推進戦略チーム 第9回会合in秋⽥ /須藤
18⽇ 全東京写真連盟 2016上野⽻⼦板撮影会 モデル/織茂､⾕本
31⽇ みずほ銀⾏ 年末ジャンボ宝くじ抽選会 ⽴会⼈/松野

★ ファイナリスト勉強会★
2⽇ 森林⼤国ニッポン 講師：林野庁次⻑ 沖修司⽒

森美術館 現代アートの世界 講師：森美術館館⻑ 南條史⽣⽒
3⽇ 伝えたい⽇本のこころ 〜感謝･祈り･まごころのイメージ〜

講師：画家･挿絵家 中村⿇美⽒
世界に誇るわが国の下⽔道 講師：国⼟交通省下⽔道部 松原誠⽒､⼭縣弘樹⽒
⾃閉症⽀援のAOAartの世界 講師：AOAart 藤島⼤千⽒、下村雄⾶⽒

4⽇ 能の⾦春流櫻間家第21代当主 櫻間右陣先⽣による「能の所作動作」
5⽇ スリムビューティハウス 東洋美容理論とビューティエクササイズ特別レッスン

講師：スリムビューティハウスアカデミー校⻑ ジョンカス⼭岡有美⽒ほか

11/3 鳳蘭先⽣は、こころとリ
ズム感が、魅⼒のオーラにあふ
れた動きになることを⽰す。
ファイナリスト達は全員釘付け。

11/4 プロが備えるべきメイ
ク技術を勉強。⽤具の⼿⼊れ
や使い⽅など基本的なことか
ら王道を学ぶ。

11/４ 浮世絵が江⼾庶⺠に
どのように愛されていたかを
読者⽬線で解説。浮世絵をみ
ることが楽しくなりました。

11/25 12⽉のCOP13出演発
表のために、農林⽔産⼤⾂賞
受賞のアサヒビール・アサヒ
の森を視察取材。

11/5 三味線の演奏にあわせて
浄瑠璃を唄う。⼀緒に唄って楽
しむことで、間の感じや⾯⽩さ
を理解する。

11/5 ⼤⼈の⼥性に求められ
るセンスや考え⽅はなにか。⼥
の⼦感覚では許されない厳しい
指摘が、ファイナリストの⽬を
覚ます。

11/9 下⽔道管の更正は今後
ますます重要になります。技
術発表会の司会を⽔の天使。

11/28 多摩産材利⽤拡⼤
フェア。⽊製家具やおもちゃ
など、⽊のぬくもりをPR。

11/26 伐⽊チャンピオン
シップ選⼿権⼤会では慎重に
チェーンソーを扱った結果、
18名中11位の⼤健闘！
安全な作業をこころがけます。

11/６ ディズニーランドで障
がい者招待の開会式に駆けつけ
たミス⽇本現役＆OG

11/10-11 みどりの⼥神副賞と
して、信濃町の森林セラピー体験。
海の⽇の杉浦琴乃さんと⼀緒に森
に癒される2⽇間を堪能！

11/5 ⼤分県の豊かな国の森
づくりに出演。⼤勢の参加者
と植樹と森のお⼿⼊れ。


