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★11月の活動★
1⽇ よみうりランド ジュエルミネーション点灯式/13⽔横⼭林沙
2⽇ 下⽔道事業促進全国⼤会＆陳情活動 出席/宮﨑

第5回合板の⽇記念式典 司会/野中
3⽇ 伊万⾥港開港50周年 伊万⾥みなと祭2017

トークセッション /⾼⽥
東京新聞毎⽇会従業員決起⼤会 出演/宮﨑

4⽇ 東北町⽣き活き産業⽂化まつり ゲスト /野中
5⽇ 埼⽟⽊とのふれあい祭 ゲスト /野中
6⽇ 京都市⽣涯学習市⺠フォーラム パネリスト/⾼⽥
6,7⽇ ⽇独林業シンポジウム2017 出演 /野中
8⽇ 下⽔道管路管理セミナー&技術発表会 司会/宮﨑
9⽇ 第52回全国⽊材産業振興⼤会 /野中
11⽇ ⽇本下⽔道施設管理業協会 出前授業in新潟 講師 /宮﨑
12⽇ オトナのスポーツテストin⽇本⼥⼦体育⼤学 出演/15GP芳賀
15⽇〜17⽇ Cosmoprof Asia2017 in⾹港 /⾼⽥
18⽇ 第41回全国育樹祭 レセプション出席 /野中
19⽇ 第41回全国育樹祭 おもてなし広場出演/野中

千葉北部 毎⽇会 ゲスト/⾼⽥､宮⻄
20⽇ 2017森林･林業･環境機械展⽰実演会 操縦出演/野中
23⽇ 住之江ボートレース スポニチ杯 /⾼⽥

販売第⼆部連合毎⽇会優秀スタッフ表彰式 出演/野中、宮⻄
25⽇ 第2回ウッドトイ･カーニバルinとよた 出演/野中
25⽇ 中央⼤学キャリア講座 ミス⽇本ファイナリストメソッド

第⼀印象トレーニング＆メイクアップ講座
/和⽥あい､セイバイアキコ清⽔彰⼦先⽣､
IBF国際美容連盟鎌林泉先⽣

28⽇ 第29回スリムクィーンコンテスト /⾼⽥,宮崎､野中､三上､宮⻄
29⽇ 下⽔道界からみた下⽔道広報講演会 司会＆パネラー/15柴⽥

⽇本船主協会 海賊対処活動に対する感謝の集い 出席/三上

15〜17⽇ アジア最⼤級の美容･化粧品展⽰会CosmoprofAsia2017にミス⽇
本グランプリの⾼⽥紫帆が登場。各国から安全性と効果の両⾯で⾮常に⾼い
注⽬を集める⽇本製品。⾼⽥はイベントステージや会場でPRに務めました！

6⽇ 2019年国際博物館会議ICOMの開催を
記念して「ほんまもん」の美術品や⽂化財に
出会う⼤切さについて理化学研究所松本理事
⻑や細⾒美術館館⻑、⾨川京都市⻑らと討論。

28⽇ 短期間で理想の⾁体への変化を競うスリ
ムクイーンコンテスト。カラダの変化で⼼も前
向きに、明るい笑顔に彩られた暖かな表彰式。

3⽇ 伊万⾥開港50周年を記念したトークセッ
ションにて、安倍昭恵夫⼈と⾼⽥が共演。

スポニチ毎⽇販売会の優秀スタッフ表彰＆慰労会。
毎⽇の新聞配達、本当にありがとうございます！

23⽇ スポニチ杯優勝者へのプレゼンター

29⽇ 私たちの⽣活が成り⽴つのは、海から物資
が運ばれてくるからです。その航路の安全を確保
する任務を全うされた隊員さんを労います。
こころから感謝申し上げます！



★1２月の予定（予定/調整中含む）★
１⽇ 国際ロボット展ライブドリアード2017 司会/野中
４⽇ 第50回ミス⽇本コンテスト2018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FOR ALL2017 /⾼⽥,野中

６⽇ ⽇本下⽔道施設管理業協会 講演会講演 /和⽥あい
全国緑化推進連絡協議会 総会ゲスト /野中

７〜9⽇ エコプロ2017
７〜９⽇：⽔をめぐる⼤冒険 7⽇：14⽔⾅⽥美咲 ８,9⽇：宮﨑

７⽇：ウッドデザイン賞表彰式：野中
９⽇：「みんなではじめよう！森･⽔･海を活かしたSDGs」

ミス⽇本と学ぶ地域に息づくニッポンのSDGsトークショー
司会16みどり飯塚帆南、登壇16海杉浦琴乃,宮﨑,野中

10〜14⽇ The 3rd Asia-Pacific Water Summit(ミャンマー)
アジア排⽔管理パートナーシップ設⽴準備ワークショップ
国⼟交通省パート プレゼン役:宮﨑

14〜16⽇ 台湾建材展2017 ⽇本CLT協会ブース登場/野中
14⽇ 社会⼈野球ベスト９表彰式 /⾼⽥
17⽇ 全東京写真連盟 上野･⽻⼦板撮影会モデル /宮﨑,宮⻄
18⽇ 2025未来社会デザイン会議

＆2025⽇本万国博覧会誘致委員会 司会＆ゲスト/⾼⽥
31⽇ 年末ジャンボ宝くじ抽選会 ⽴会い⼈

18,19⽇ 全国育樹祭にみどりの⼥神。皇太⼦殿下ご臨席の
レセプションへ出席しました。式典では皇太⼦殿下が、天皇
陛下がかつて植えられた樹にお⼿⼊れをされました。

2⽇ 下⽔道事業促進全国⼤会と陳情活動。都市⽣活を営む上
で下⽔道は1⽇も⽌められない重要なインフラです。その⼤切
さを訴えるため陳情活動に同⾏し、価値と重要性をよびかけ！

19,20⽇ ⾼性能林業機械が勢ぞろいする林業機械化展。野中
いわく「⼤⼈の遊園地」。⾒たこともない⼤⼩さまざまな林業
機械を、免許を活かして操縦実演。防護服もオシャレ度⾼い！

24,25⽇ ⽊のある暮らしを⾝近に！豊⽥市ウッドトイカーニ
バル。⼦供たちの楽しい声に溢れる会場。ぬくもりのあるおも
ちゃ。⽣活に⽊を取り⼊れる魅⼒を再発⾒できました。

2⽇ 合板の⽇記念式典の
司会。⽊の活⽤⽅法は技術
で広がりを⾒せています。

11⽇ 新潟出前講座に⽴つ⽔
の天使宮﨑。先⽉台⾵で新幹線
に閉じ込められた経験を元に、
広報の重要性に話を展開。

6,7⽇ ⽇独林業シンポジウム
にて、ドイツの森の⼥神と共演。
双⽅の国での⽊に親しむ⽂化を
紹介し国際交流。視点も広がる。

5⽇ さいたま⽊とのふれあい
祭り。にぎわいの鍵は⼦供！
⽊のおもちゃやゲームに親⼦が
夢中でアソビます。

４⽇ ⻘森県東北町の⽣き活き
産業⽂化祭り。こちらも賑わい
の根源は⼦供たち！

1⽇ よみうりランドのジュエルミ
ネーション点灯式に、2代⽬⽔の天
使横⼭林沙さん。スイッチオンで、
幻想的な世界が！2⽉まで！

８⽇ 下⽔道広報講演
会にパネラーとして15
年⽔の天使の柴⽥美奈
さん。卒論も下⽔道！

8⽇ 下⽔道管路管理の技術
セミナー司会として登場。
技術がどのように進歩して
いるかを学びます。



★14名のファイナリスト勉強会 第2期11⽉★

2⽇ フィニッシングスクール セイバイアキコ:清⽔彰⼦先⽣
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」：鳳蘭先⽣
3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」:⽇本⻘少年育成協会 ⼤澤⼀通先⽣・
直江弘明先⽣・仲野⼗和⽥先⽣･増⽥乃美先⽣

4⽇ 伝えたい⽇本のこころ〜感謝･祈り･まごころのイメージ〜：
画家･挿絵家 中村⿇美先⽣ (1986年度ミス⽇本グランプリ）

”Fresh & Clean”メイクアップ
ミス⽇本に求められる美と清潔感
⼀般社団法⼈IBF国際美容連盟本部講師 鎌林泉先⽣

３Dボディスキャン2回⽬
5⽇ ⾃適に嗜むいけばなの美と⼼

華道家元池坊華道教授 桶澤達也先⽣
国際プロトコール⼊⾨

⽇本プロトコール＆マナーズ協会理事⻑ 上⽉マリア先⽣

★14名のファイナリスト勉強会 第3期12⽉予定★

1⽇ 森林⼤国ニッポン：林野庁 牧元幸司次⻑
世界に誇るわが国の下⽔道：
国⼟交通省下⽔道部 松原誠下⽔道事業調整官、

峯健介さま
2⽇ 現代アートの世界:森美術館館⻑ 南條史夫先⽣
3⽇ 能の⾦春流櫻間家第21代当主

櫻間右陣先⽣による「所作、動作の講義」
4⽇ 常識を超えたバナナの勉強会：

凍結解凍覚醒技術開発者 ⽥中節三先⽣
映画｢いただきます｣上映と在来味噌仕込み：

リバースプロジェクト 新納平太先⽣
３Dボディスキャン3回⽬

5⽇ ビューティエクササイズ特別指導：
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先⽣
現役ミス⽇本からのメッセージ：2017ミス⽇本

2⽇ 宝塚歌劇団の永遠のトップスター
鳳蘭先⽣によるウォーキング指導。”私
を⾒て！”という気持ちが⼤事。

2⽇ 清⽔彰⼦先⽣のフィニッシング。中
途半端な結果は、中途半端な気持ちのせい。
世界の視点からずばりずばりと指導！

3⽇ 教育コーチングにより傾聴を磨き、
お互いの魂の⾊、志を引き出しあう。グ
ループワークで絆も深まる。

4⽇ ⽇本のよき⼼の道徳、⼼のあり⽅に
思いを馳せる中村⿇美先⽣の勉強会。⽇本
の⼼とはなにか、振り返る。

5⽇ 活花を通じ、美とはなにか、美を感
じるとはどういうことなのかに向き合う時
間。同じ花材で⼗⼈⼗⾊の出来栄え。

4⽇ メイクアップの我流を正し、基礎を
⾝につける講習会。⾃分の顔を練習台に、
ひたすら練習あるのみ！

5⽇ 他者に失礼のないように、⾃分が惑
わぬように、正しくルールを整理すること
の⼤切さを学ぶ。⾃⼰流はありえない。上
⽉先⽣が体現してみせる姿に感動する⼀⽇。

25⽇ 中央⼤学×ミス⽇本のコラボレーション。就職活動に向かう学⽣に、和⽥
あいがミス⽇本の３つの美の考え⽅を講義し、清⽔先⽣の第⼀印象のマネジメン
トと、IBF国際美容連盟による清潔感のあるメイクアップの指導。⼥⼦学⽣が⽬
の⾊を変えて講義と実践にかぶりつく濃密な⼀⽇。⼤好評のうちに終了！
ミス⽇本は社会に⾶び⽴つ若者をこれからも応援してまいります！

ミス⽇本オフィシャルインスタ更新中！ID: missnipponofficial (ミス⽇本で検索)

ミス⽇本OGによる50周年企画の準備会インスタでは、ミス⽇本OGが近況更新中！
ID: missnipponmatsuri


