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★２月の活動★
2⽇ ⽇本下⽔道新技術機構 第66回新技術現場研修会 /浦底

表敬訪問 衆議院議⻑公邸 ⼤島理森議⻑、内堀雅雄福島県知事 /⽵川
表敬訪問 台湾農業副⼤⾂ 李退之⽒、⾼⽊けい代議⼠ /市橋,⽵川,17野中
表敬訪問 セイラーズフォーザシー⽇本⽀局/⼭⽥

3⽇ ⾼幡不動尊節分⾖まき /市橋、⽵川、⼭⽥、岡部、霜野
第32回下⽔道職員健康駅伝⼤会･ランナー/浦底、15柴⽥、16須藤
ジャパンフィッシングショーOSAKA2018 /17三上

4⽇ 平成29年B-DASHプロジェクト松本市両島浄化センター
実証実験施設完成記念式典 司会/浦底

かながわトラストみどり財団 第1回森と⽔のまつり 司会/⽵川
5⽇ 近江ゆかりの会 特別ゲスト/17三上

名古屋テレビ 取材 /市橋
国⼟交通省下⽔道部 柴⽥美奈の⽩百合⼥⼦⼤卒業論⽂披露/15⽔柴⽥

6⽇ ⽇本マリン事業協会 記者会⾒ /⼭⽥ 17三上
「穂の国の森」これまでとこれから パネラー/17野中
表敬訪問 JAPIC国⺠会議 ⽇本商⼯会議所 三村明夫会頭 /⽵川

7⽇ 表敬訪問 観光庁 ⽥村明⽐古⻑官、武井俊輔代議⼠
スポーツニッポン新聞社 河野俊史代表取締役、
京王プラザホテル ⼭本譲代表取締役 /受賞者６名
東京都スポーツ⽂化事業団/市橋

8⽇ 表敬訪問 愛知県 ⼤村秀章知事,名古屋市 河村たかし市⻑
中⽇新聞社,NHK愛知,レクサス星ヶ丘 /市橋

名古屋テレビ「UP!5時台」市橋礼⾐特集、地元他局も知事表敬を放映
9⽇ 平成29年度B-DASHプロジェクト松本市両島浄化センター

実証実験施設完成記念式典 司会/浦底
表敬訪問 愛知県⼀宮市 中野正康市⻑、CTV中京テレビ /市橋

10⽇ 神奈川県下⽔道公社 平成29年度下⽔道作品コンクール表彰式/浦底
11,12⽇ ⼩型船舶操縦免許2級 講習＆試験 /⼭⽥
13⽇ バレンタインボランティア ⾼齢者福祉施設と児童擁護施設

/市橋、浦底、⼭⽥、岡部、霜野
14⽇ ⽇経電⼦版 「ミス着物は東⼤リケジョ」掲載/岡部
14,15⽇ スーパーマーケット・トレードショー2018 筑波乳業/市橋
16⽇ 鴻巣びっくりひな祭り2018 オープニングセレモニー /市橋

映画「⼀陽来復」皇室試写会出席/⽵川
スーパーマーケット・トレードショー2018 筑波乳業/野中
表敬訪問 ⽇本下⽔道施設業協会 ⽇本下⽔道施設管理業協会

⿅児島県東京事務所 /浦底
17⽇ ⽊と住まいの⼤博覧会 ウッドデザイン賞特別セミナー司会 /⽵川
18⽇ 第3回いいね！地⽅の暮らしフェア /⽵川
19⽇ 表敬訪問 ⽯井啓⼀国⼟交通⼤⾂/浦底、⼭⽥

表敬訪問 国⼟交通省下⽔道部,⽔資源部,⽇本下⽔道新技術機構/浦底
表敬訪問 国⼟交通省海事局,海上保安庁/⼭⽥

20⽇ 表敬訪問 ⿑藤健農林⽔産⼤⾂,林野庁,お披露⽬会と報告会/⽵川,17野中
映画「⼀陽来復」試写会 監督花束贈呈/市橋,⼭⽥,岡部

21⽇ スポニチフォーラム /市橋、⼭⽥
全国森林組合連合会「緑の雇⽤」ポスター撮影/⽵川
世界らん展 美しく⾒せる⽴ち振る舞いメソッド清⽔彰⼦ /17野中

22⽇ ジャパンインターナショナルボートショー メディアキャラバン /⼭⽥
⽔道産業新聞社 インタビュー取材/浦底
表敬訪問 全国上下⽔道コンサルタント協会、東京都上下⽔道局/浦底
表敬訪問 全国森林組合連合会、⽇本森林林業振興会、ほか多数/⽵川

23⽇ 表敬訪問 ⽇本下⽔道事業団 埼⽟県下⽔道部、⽔資源機構/浦底
表敬訪問 ⽇本林業協会、⼤⽇本⼭林会、ほか多数/⽵川

24⽇ IBF国際美容連盟メイクセミナー モデル /⼭⽥
第69回全国植樹祭ふくしま2018⼤会100⽇前記念イベント /17野中

26⽇ 表敬訪問 野⽥聖⼦総務⼤⾂・⼥性活躍担当⼤⾂/市橋,浦底,⽵川,⼭⽥,岡部
表敬訪問 ⽇本下⽔道管路管理業協会、河川財団、

農⽔省農村振興局、⽔⼟総合研究所 /浦底
CLTアイデアコンテスト 司会/17野中

28⽇ 平成29年度⽣物多様性連携シンポジウム 司会/⽵川

3⽇ 毎年恒例節分会！福はうち！

13⽇ 都内の⾼齢者福祉施設と児童養護施設を
廻ってチョコを贈りました！

16⽇ ⽇本⼀の鴻巣ひな祭り 2⽇ 最新の⾬⽔管を⾒学

21⽇ スポニチフォーラム

14-16⽇ 美容に良いアーモンドミルクで
有名な筑波乳業をミス⽇本が広報⽀援。



★３月の予定（調整中含む）★
1⽇ MBSテレビ「林先⽣が驚く初⽿学」ロケ取材 /岡部
2⽇ 名古屋競輪スポニチ杯 トークショー/市橋

CSV経営･健康経営時代の「企業×森林」フォーラムⅡ 司会/⽵川
表敬訪問 国⼟緑化推進機構/⽵川

3⽇ 三浦国際市⺠マラソン 選⼿激励会/市橋
湘南ビーチFM ボートショー宣伝CM放送(11⽇まで)/⼭⽥

4⽇ 三浦国際市⺠マラソン スターター/市橋
5-7⽇ 表敬訪問 近畿⼤学、和歌⼭県視察活動/⽵川
7⽇ ⼤阪万博誘致活動 /霜野,17GP⾼⽥
8⽇ 名古屋経済⼤学市邨⾼等学校 講演/市橋

名古屋観光⽂化交流特命⼤使委嘱式 就任/市橋
ジャパンインターナショナルボートショー 出演/⼭⽥,17三上

10⽇ ニュースポーツEXPOin多摩2018 ゲスト/市橋
ジャパンインターナショナルボートショー

海技資格免許呼びかけ/⼭⽥
11⽇ AOAartワークショップin流⼭/岡部
13⽇ 8⽉1⽇⽔の⽇記念ポスター撮影/浦底

浜松市 FSC国際本部理事歓迎レセプション お迎え役/⽵川
14⽇ JABA社会⼈野球 東京スポニチ⼤会 決勝戦始球式/市橋

グリーンウェイブ⼤使任命式 就任/⽵川
15⽇ CLT広報⼤使委嘱式 就任/⽵川

合格サプリ 取材/岡部
16⽇ ミス⽇本50周年ドキュメンタリー「夢こそは、あなたの⽣きる未来」

ジャパンプレミア試写上映会
（※関係者向けとなっております。⼀般劇場公開までお待ちください）
第5回林業復活･地域創⽣を推進する国⺠会議 司会/⽵川

17⽇ 札幌下⽔道科学館リニューアルオープン記念式典 司会/浦底
19⽇ 表敬訪問 外務省 河野太郎外務⼤⾂/市橋,⽵川,⼭⽥,岡部,霜野

表敬訪問 三反園訓⿅児島県知事/浦底
20⽇ 第35回全国優良ツキ板展⽰⼤会 式典司会/⽵川

海事関係団体連絡会 挨拶/⼭⽥
22⽇ 熊本県 神事：菊池渓⾕⼭開き式典 神事参加/⽵川
24⽇ 国際森林デー2018 みどりの地球を未来へ /⽵川､16飯塚､⼭⽥,岡部,霜野
26⽇ ライブ･ドリアード2018 パネラー/⽵川
28⽇ 私の美しの森フォトコンテスト表彰式/⽵川

26⽇ 野⽥総務⼤⾂にミス⽇本が取り組ん
できた⼥性活躍推進の実績を紹介。

19⽇ ⽯井国交⼤⾂に⽔と海の２つの業界
が同時に表敬。

20⽇ ⿑藤農⽔⼤⾂から前年の⼥神野中に
感謝状を戴きました。⽵川はみどりの広
報⼤使に就任。2⼈は農⽔省内で報告会と
お披露⽬会を開催し、多くの⽅と交流。

2⽇ 全国植樹祭開催を控え、⼤島衆院議
⻑と内堀福島県知事を表敬。

7⽇ ⽥村観光庁⻑官を受賞全員で表敬。
インバウンド拡⼤のために発信します。

6⽇ ⽇本商⼯会議所 三村会頭を表敬
8⽇ 愛知県知事を表敬。様⼦はTV放映！ 8⽇ 名古屋市 河村市⻑を表敬

2⽇ 台湾農業副⼤⾂の来⽇を
ミス⽇本が歓迎。

6⽇ ジャパンインターナショナルボート
ショーの開催を告知する記者会⾒。
いよいよ3⽉にパシフィコ横浜にて！

11,12⽇ ボートショーに間に合わせて、
⼩型船舶操縦⼠免許も取得しました！



3⽇ 下⽔道職員健康駅伝では、歴代⽔の
天使でチームを結成★駆け抜けました。

18⽇ 地⽅暮らしのよさを応援するイベン
トに岡⼭,⿃取,⻑野,広島の4県知事が登場。

21⽇ 若⼿林業就職をよびかける緑の雇
⽤ポスターの撮影。かっこよさをPR！

10⽇ 神奈川下⽔道公社の下⽔道作品コ
ンクール。⼊賞者を祝福しました。

4⽇ ⼤桟橋ホールで⼦供たちと⼀緒に森
と⽔を記念したお祭りイベントの司会。

28⽇ ⽣物多様性シンポジウムの司会。
森は多様性を育むゆりかごです。

9⽇ 松本市両島浄化センターで、新たな
技術を導⼊した施設の完成式典の司会。

26⽇ CLTアイデアコンテストの表彰式
にて受賞者を祝福。野中は⼀年間のCLT
広報⼤使としての任を全うしました。

6⽇ 豊橋で開かれた「穂の国の森」
映画うみやまあひだ上映会の後、トーク
パネラーとして登場。⽊のある暮らしの
魅⼒をお話しました。

21⽇ ミス⽇本ファイナリスト勉強会の
講師としてもおなじみの清⽔彰⼦先⽣に
よる⽴ち振る舞いのメソッド指導。お⼿
本モデルとして野中がお⼿伝い。

5⽇ 滋賀県出⾝者による近江の会に、
滋賀在住の三上優が特別ゲスト出演。

3⽇ フィッシングショーでは海技免許更
新とライフジャケット着⽤をよびかけ。

24⽇ 全国植樹祭ふくしま100⽇前イベ
ントに、福島出⾝の野中が登場しPR。

14⽇ ⽇経電⼦版のリケジョ特集記事に岡
部七⼦が登場しました。記事は期間アクセス
1位を記録し、多くの⽅に読まれています。
まだの⽅は「リケジョ ミス着物」で検索！


